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

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

•仮想マシンのインストールと管理

•サーバ管理

•スイッチおよびネットワークの管理

新機能および変更された機能に関する情報
次の表は、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 : Cisco ACI,リリース 3.2(1)の新機能と変更された動作

参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング（333ペー
ジ）

レイヤ 3のポートチャネルの
サポートが追加されました。

レイヤ 3ルート済みおよびサ
ブインターフェイスポート

チャネル
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参照先説明機能

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング（245ページ）

ファブリック上の FCトラ
フィックをサポートします。

ファイバチャネル NPV

セキュリティの設定（485ペー
ジ）

IP電話のサポート802.1x

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング（333ペー
ジ）

このリリースで拡張サポート

に関する情報が追加されま

す。

リモートリーフ機能拡張

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング（333ペー
ジ）

エニーキャストサービスは、

Cisco ACIファブリックでサ
ポートされます。一般的な使

用)ケースは、マルチポッド
ファブリックのポッドで ASA
ファイアウォールをサポート

することですが、DNSサーバ
や印刷サービスなど、他の

サービスを有効にするエニー

キャストを使用することもで

きます。

エニーキャストサービス

テナントポリシーの設定（165
ページ）

Epgの間で契約が拡張され、
件名や契約書を例外が含まれ

ます。これにより、コントラ

クトのフィルタリングで除外

する EPGのサブセットが有効
になります。たとえば、プロ

バイダ EPGは、通信を制御す
るコントラクトで、除外する

サブジェクトに設定された条

件に一致するもの以外、すべ

てのコンシューマ EPGと通信
できます。

コントラクトおよびサブジェ

クトの例外

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング（245ページ）

アップリンクからダウンリン

ク、またはダウンリンクから

アップリンクへポートを変更

する、ポートプロファイルの

設定に関する情報が追加され

ます。

ポートプロファイル
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参照先説明機能

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング（245ページ）

このリリースでの改善を含

む、ブレークアウトポートの

設定に関する情報が追加され

ます。

ブレークアウトポートの拡張

REST APIを使用したトラブル
シューティング（127ページ）

許可および拒否ロギングは移

動し、このリリースでの改善

を含む情報が追加されます。

コントラクトACLの許可およ
び拒否ログの拡張

コアサービスのプロビジョニ

ング（219ページ）
認可されていないエンドポイ

ントを検出し削除するため、

グローバル不正エンドポイン

トコントロールポリシーにサ

ポートが追加されます。

不正エンドポイントのコント

ロールポリシー

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング（245ページ）

カプセル化のフラッディング

についての詳細は、このガイ

ドに追加されます。

すべてのプロトコルのカプセ

ル化のフラッディング

表 2 : Cisco ACI,リリース 3.1(2m)の新機能と変更された動作

参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

Cisco APICリリース 3.1 (2)ま
で範囲は 576～ 9000バイトで
す。リリース 3.1 (2)以降、最
大MTU値は 9216です。デ
フォルトでは、9000から変更
されていません。

増加した最大MTU

Cisco ACI QoSの設定L3Out入力トラフィックのQoS
ポリシー適用が強化されま

す。L3Outで QoSポリシーを
設定するには、ポリシー制御

を有効にした状態で（ポリ

シー制御適用の基本設定 =
「適用」）、VRFを出力モー
ド（ポリシー制御適用の方向

「出力」）に設定する必要が

あります。レイヤ 3外部ネッ
トワークを制御するコントラ

クトで、QoSクラスの優先順
位または DSCP設定を設定す
る必要があります。

L3Outの QoS
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参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

RS/RAパケットは自動設定に
使用され、ルート済みイン

ターフェイス、レイヤ 3サブ
インターフェイス、SVIなど
のレイヤ 3インターフェイス
で設定できます。

Outレイヤ 3でネイバー探索
ルータアドバタイズメント

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

ASオーバーライド機能は、
ルータから生成されたAS番号
を、アウトバウンドルートの

ASパスで BGPルータを送信
する AS番号に置換します。

BGP外部ルート済みネット
ワークの自律システムのオー

バーライド

表 3 : Cisco ACI、3.1(1i)リリースの新機能および変更された動作

参照先説明機能

REST APIを使用したカプセル
化のフラッディングの設定（

325ページ）

アプリケーションスパインエ

ンジン（ASE）を持つ Cisco
ACIスイッチの Cisco ACIリ
リース 3.1 (1)以降では、すべ
てのプロトコルはカプセル化

にフラッディングされます。

複数の Epgが外部のスイッチ
でサポートされている 1つの
ブリッジドメインします。2
個の EPGが同じ BDを共有
し、カプセル化のフラッディ

ングオプションがオンになっ

ている場合、EPGフラッディ
ングトラフィックは他の EPG
に達しません。仮想接続

（VC）トンネルネットワーク
によりCisco ACIスイッチを使
用する際の障害を克服しま

す。

カプセル化のフラッディング
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参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニングのリモート

リーフスイッチ

ACIファブリックを展開し
て、ローカルスパインスイッ

チまたは接続されたAPICを持
たない Cisco ACIリーフス
イッチを所有するリモート

データセンターに、ACIサー
ビスおよびAPIC管理を拡張で
きます。

リモートリーフスイッチ

パート3、レイヤ3アウトサイ
ド接続のプロビジョニングの

CiscoACIゴルフとマルチポッ
ド

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

ブリックモジュールによりサ

ポートされています。Cisco
APICでは、3.1(x)リリース以
降の場合、これにN9KC9364C
スイッチが含まれます。

マルチポッドおよび GOLFの
新規ハードウェアサポート

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

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

すると SVI状態をダウン状態
にできます。

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

スイッチ仮想インターフェイ

ス（SVI）自動状態

IP Multicast：IPマルチキャス
ト

FEXポートに接続されている
マルチキャストの送信元また

は受信先がサポートされてい

ます。

FEXによるレイヤ 3にマルチ
キャストサポート

Cisco APIC REST API設定ガイド
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参照先説明機能

レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

このリリースでは、ポリシー

ベースリダイレクト（PBR）
でサービスノードの追跡をサ

ポートします。

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

ポリシーベースリダイレクト

によるサービスノードの追

跡。IP SLAモニタリングがサ
ポートされます。

レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

ICMPまたは TCPプロトコル
タイプは、リダイレクト先の

ノードを追跡するため使用さ

れます。以前は TCPのみがサ
ポートされていました。

ICMPまたは TCPプロトコル
タイプは、リダイレクト先の

ノードを追跡するため使用さ

れます。

レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

ロケーション認識リダイレク

トを有効にすると、ポッド ID
が指定され、レイヤ 4～レイ
ヤ 7 PBRポリシー内のすべて
のリダイレクト先がポッド認

識される必要があります。

ロケーション認識のポリシー

ベースリダイレクト

レイヤ 2ネットワーキングの
プロビジョニング

MACsecは、暗号化キーにア
ウトオブバンド方式を使用し

て、有線ネットワーク上で

MACレイヤの暗号化を提供し
ます。MACsec Key Agreement
（MKA）プロトコルでは、必
要なセッションキーを提供

し、必要な暗号化キーを管理

します。

MACsec

コントロールプレーンポリシ

ングの有効化

ファイバチャネルアナライザ

を SDポートに接続して、
SPANトラフィックをモニタ
できます。

プロトコルごとの各インター

フェイスの CoPP

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

スパインスイッチの BFDサ
ポート

Cisco APIC REST API設定ガイド
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注：APICリリース 2.2(3x)機能は、この特定のリリースでのみ使用可能です。APICリリース
3.0(x)またはリリース 3.1(x)ではサポートされません。

（注）

表 4 : Cisco ACI、リリース 2.2(3x)の新機能と変更された動作

参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

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

すると SVI状態をダウン状態
にできます。

スイッチ仮想インターフェイ

ス（SVI）自動状態

L4-L7サービスの管理このリリースでは、ポリシー

ベースリダイレクト機能

（PBR）で特定のハッシュア
ルゴリズムによりサービス

ノードの追跡をサポートしま

す。

ポリシーベースリダイレクト

によるサービスノードの追

跡。

表 5 : Cisco ACI、リリース 3.0(1k)の新機能と変更された動作

参照先説明機能

スケールプロファイルポリ

シーの転送を設定する

転送スケールプロファイルポ

リシーにより、デュアルス

タック（デフォルトプロファ

イル）と IPv4スケールの間で
選択できるようになります。

デュアルスタックポリシーに

設定されている転送スケール

プロファイルポリシーでは、

Ipv6設定に最大 6 Kエンドポ
イントと Ipv4設定に最大 12 K
エンドポイントのスケーラビ

リティを提供します。IPv4ス
ケールオプションでは、最大

24 K IPv4エンドポイントにス
ケーラビリティを増加する

IPv6設定を使用しないシステ
ムを有効にします。

スケールプロファイルポリ

シーの転送
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参照先説明機能

グレースフル挿抜（GIR）モー
ド

グレースフル挿抜（GIR）モー
ドまたはメンテナンスモード

サービスの中断を最小限にし

ながらネットワークからス

イッチを特定できます。

グレースフル挿抜（GIR）モー
ド

EPGのQ-in-Qカプセル化マッ
ピング

Cisco APICを使用して、通常
のインターフェイスまたは

VPCで二重タグ付きVLANト
ラフィック入力を EPGにマッ
ピングできます。この機能が

有効になっている場合、二重

タグ付きトラフィックが EPG
のネットワークに入るとき、

両方のタグがファブリックで

個別に処理され、ACIスイッ
チを入力するとき二重タグに

復元されます。単一タグおよ

びタグなしのトラフィックの

入力はドロップします。

EPGのQ-in-Qカプセル化マッ
ピング

ファーストホップセキュリ

ティの設定

レイヤ 2リンクでより優れた
IPv4と IPv6のリンクセキュリ
ティおよび管理を可能にしま

す。

ファーストホップセキュリ

ティ

アトミックカウンタを使用し

たトラブルシューティング

遅延は、エンドポイントグ

ループは間で測定されます。

これは、ファブリック内のす

べてのノードが PTPプロトコ
ルを使用して同期される必要

があります。

遅延および PTP

Cisco APIC REST API設定ガイド
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参照先説明機能

テナントポリシーの設定のブ

リッジドメインをの用

適用されるブリッジドメイン

の設定がサポートされてお

り、件名エンドポイントグ

ループのエンドポイント

（EPG）で、ブリッジドメイ
ンに関連付けられているサブ

ネットゲートウェイのみ ping
できます。

この設定を有効にすると、い

ずれのサブネットゲートウェ

イも ping可能な IPアドレスの
グローバル除外リストを作成

できます。

ブリッジドメインの適用

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニングのBGP最大
パスの設定

等コストマルチパスロードバ

ランシングを呼び出すルート

表にBGPを追加するパスの最
大数を設定できます

BOG最大パスの設定

レイヤ 3アウト再度接続のプ
ロビジョニングのASパスのプ
リペンド

リモートピアによる最適なパ

ス選択の呼び出しのため、BGP
ルートの自律システムパスの

長さを変更できます

ASパスのプリペンド

表 6 : Cisco ACI、リリース 2.3(1e)の新機能と変更された動作

参照先説明機能

パート3のクォータ管理の作成指定のテナントまたはテナン

ト上でグローバルに、管理者

がどの管理オブジェクトを追

加できるか制限できるクォー

タ管理設定を作成、削除、更

新します。

Cisco APICクォータ管理
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参照先説明機能

パート 3のテナントポリシー
の設定の「コントラクトの継

承」を参照してください。

コントラクトを新しい EPGに
合理的に関連付けられるよう

に、同じテナント内で他の

EPGに直接関連付けられたす
べての（指定/消費）コントラ
クトを継承できるようになり

ました。コントラクトの継承

は、アプリケーション EPG、
マイクロセグメント EPG、
L2Out EPG、およびL3Out EPG
に設定できます。EPGコント
ラクトマスターのコントラク

トに対して変更を行うと、継

承側の EPGが変更内容を受信
します。

コントラクトの継承

パート 3のレイヤ 2ネット
ワークのプロビジョニングの

「802.1Qトンネル」を参照し
てください。

複数の顧客に対して Dot1qト
ンネルで使用するため、コア

スイッチのポートを設定でき

ます。アクセス VLANを定義
して、corePortsを消費する顧
客を区別できます。Dot1qトン
ネルでMACラーニングを無
効にすることもできます。

802.1Qトンネルの機能拡張

「リフレクティブリレー

（802.1Qbg）」を参照してく
ださい。

パート 3。

リフレクティブリレー

（802.1Qbg）は、外部ネット
ワークスイッチへのホスト

サーバから仮想マシンのス

イッチングを転送します。同

じ物理サーバ上の VMと、
ネットワークの残りの部分間

の接続を提供します。これに

より、Cisco APICでポリシー
を設定して、同じサーバ上の

VMの間のトラフィックに適
用できます。

リフレクティブリレー

（802.1Qbg）

パート3のセキュリティの設定コントロールプレーンを保護

し、それをデータプレーンか

ら分離することによって、

ネットワークの安定性、到達

可能性、およびパケット配信

を保証します。

コントロールプレーンポリシ

ング

Cisco APIC REST API設定ガイド
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参照先説明機能

パート 3の「レイヤ 3アウト
サイド接続のプロビジョニン

グ」を参照してください。

このリリースでは、レイヤ 3
アウトサイドネットワーク経

由で SVIのカプセル化の範囲
を設定できます。

レイヤ 3アウトサイドネット
ワーク上の SVIのカプセル化
範囲

パート 3で「仮想スイッチで
マイクロセグメンテーション

設定」を参照してください。

VMware VDS、Cisco AVS、
Microsoft vSwitchでマイクロ
セグメンテーション EPGの設
定にコンテンツを追加しま

す。

仮想スイッチのマイクロセグ

メンテーション

「REST APIを使用したポート
チャネルポリシーの作成」を

参照してください

対称ハッシュ化がサポートさ

れています

対称ハッシュ

表 7 : Cisco APIC 2.2(2e)リリースのこのドキュメントの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング（333ペー
ジ）

このリリースでは、ノードあ

たりの各VRFでBPGタイマー
を定義および関連付けること

ができます。

ノードBGPタイマー値ごとの
各 VRF

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング（333ペー
ジ）

このリリースでは、異なる

VRFの共有のレイヤ 3アウト
が、コントラクトを使用して

相互に通信できます。

レイヤ 3アウトからレイヤ 3
アウト VRF内の漏洩

追加のコミュニティの設定の

エントリでコードの例に反映

されます。レイヤ 3ネット
ワーキングの管理（103ペー
ジ）

このリリースでは、複数の

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

り当てられます。

ルートプレフィックスごとに

割り当てられた複数のBGPコ
ミュニティ

表 8 :このドキュメントの新機能と変更された情報

参照先説明機能または変更

Cisco ACI GOLF andMultipod in
レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング（333ペー
ジ）

「ファブリックWANのレイ
ヤ 3 EVPNサービス」の名前
を「Cisco ACI GOLF」に変更
しました。

名称変更
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表 9 : Cisco APIC 2.2(1n)リリースのこのドキュメントの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

第 3部新しいセクションが追加され

ました。

パート 3：REST APIを使用し
たAPICとファブリックの設定

REST APIで APICおよびファ
ブリックを設定するのレイヤ

4からレイヤ7サービスにマッ
ピングする

パート 2からパート 3に移動レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニングの 802.1 qトンネ
リング

802.1 qトンネルを設定して、
Quality of Service（QoS）優先
度設定により、ファブリック

のイーサネットフレームの

point-to-multi-pointトンネリン
グを有効にできます。

802.1 qトンネル

APICクラスタの管理のクラス
タのハイアベイラビリティの

管理

サポートは、apicのパフォー
マンスがアクティブ/スタンバ
イモードでクラスタ内の動作

に追加されます。APIC内で、
指定したアクティブ APICは
ロードを共有し、指定したス

タンバイ APICはアクティブ
クラスタのAPICのいずれかの
代用として動作可能です。

APICクラスタハイアベイラビ
リティ

テナントの設定のコントラク

ト優先グループ

優先契約グループ VRFで Epg
間の通信の高い制御を有効に

するには、サポートが追加さ

れます。VRFのEPGのほとん
どがオープン通信ですが、一

部で他の EPGと通信すること
にのみ制限がある場合、契約

優先グループとフィルタを持

つ契約の組み合わせを設定し

て、EPG通信で正確に管理で
きます。

コントラクト優先グループ
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参照先説明機能または変更

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニングのダイナミック

ブレイクアウトポート

40ギガビットイーサネット
（GE）リーフスイッチポー
トを4-10GE対応（ダウンリン
ク）デバイス（Cisco 40-ギガ
ビットから 4X10-ギガビット
ブレイクアウトケーブルによ

り）に接続する際のサポート

が追加されます。

ダイナミックブレイクアウト

ポート

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニングのREST APIを使
用した FEXの FCoEの設定

FCoE over FEXポートを設定で
きるようになりました。

FEXポートの FCoE

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニングの HSRP

フォルトルータの IPアドレス
を指定して設定された、イー

サネットネットワーク上の IP
ホストにファーストホップ

ルーティングの冗長性を提供

するプロトコルである HSRP
にサポートを追加します。

HSRP

コアサービスのプロビジョニ

ングのNetFlow
ネットワークトラフィックア

カウンティング、従量制の

ネットワーク課金、ネット

ワークプランニング、そして

サービス拒絶に対するモニタ

リング、ネットワークモニタ

リング、アウトバウンドマー

ケティング、およびサービス

プロバイダと企業顧客向け両

方のデータマイニング機能な

ど、主要な一連のアプリケー

ションの計測基盤を効果的に

提供する NetFlowテクノロ
ジーにサポートを提供しま

す。

NetFlow

表 10 : Cisco APIC 2.1(1h)リリースのこのドキュメントの新機能と変更された動作

参照先説明機能または変更

ドキュメントが作成されまし

た。
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表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲ん

で示しています。

[x]

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

[x | y]

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

{x | y}

角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意ま

たは必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表し

ます。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選

択すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック

体が使用できない場合に使用されます。

variable

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

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーン

フォントで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーン

フォントで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体のスクリーンフォ

ントで示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

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

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコ

で囲んで示しています。

[ ]
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説明表記法

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

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

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

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

います。

注意

安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱

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

い。Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated
safety warnings that accompanied this device.

これらの注意事項を保存しておいてください

警告

関連資料

Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）Documentation

ACI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/
cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html。

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

Cisco ACI Simulatorのマニュアルは、次の URLから入手できます：http://www.cisco.com/c/en/
us/support/cloud-systems-management/application-centric-infrastructure-simulator/
tsd-products-support-series-home.html

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのマニュアル

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

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

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

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

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

ございましたら、apic-docfeedback@cisco.comまでご連絡ください。ご協力をよろしくお願いい
たします。
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第 1 章

REST APIの使用

• REST APIについて（1ページ）
• REST API要求の構成（4ページ）
• REST APIクエリの構成（16ページ）
• REST APIの例（25ページ）
• REST APIへのアクセス（33ページ）
• REST APIツール（43ページ）

REST APIについて

REST APIについて
The Application Policy Infrastructure Controller (APIC) REST API is a programmatic interface that uses
REST architecture. 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。You can use any programming language to generate the messages and the JSON
or XML documents that contain the API methods or Managed Object (MO) descriptions.

The REST API is the interface into the management information tree (MIT) and allows manipulation of
the object model state. The same REST interface is used by the APIC CLI, GUI, and SDK, so that whenever
information is displayed, it is read through the REST API, and when configuration changes are made, they
are written through the REST API. REST APIは、使用する他の情報が取得できる、障害の統計情
報を含む、および監査イベントのインターフェイスも提供します。Webソケットでイベントを
送信できます、MITに変更が発生するようにもプッシュベースのイベント通知を購読するた
めの手段を提供します。

APIでは、HTTPを通じた POST操作、GET操作、DELETE操作など、標準的な RESTメソッ
ドがサポートされています。POSTメソッドとDELETEメソッドは、同じ入力パラメータで複
数回呼び出されても、それ以上の効果を持たないべき等です。GETメソッドはべきゼロで、何
らの変更も行うことなく（つまり、読み取り専用操作）ゼロ回または複数回呼び出すことがで

きます。

RESTインターフェイスに出入りするペイロードは、XMLエンコーディングまたは JSONエン
コーディングによりカプセル化できます。XMLの場合、エンコーディング操作は簡単です。

Cisco APIC REST API設定ガイド
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要素タグはパッケージとクラスの名前で、そのオブジェクトのプロパティはその要素の属性と

して指定します。含有は、子要素を作成して定義します。

JSONの場合、エンコーディングにはツリーベースの階層を反映する特定のエントリの定義が
必要です。ただし、その定義はツリーのすべてのレベルで繰り返されるため、最初に理解して

いれば実装はかなり簡単です。

•すべてのオブジェクトは、キーが、パッケージとクラスの名前は、JSON辞書としてにつ
いて説明します。値は 2つのキーをもう 1つのネストされた辞書:属性と子。

•属性キーには、オブジェクト上の属性を定義するキー値ペアを記述する、さらにネストさ
れたディクショナリが含まれています。

•子キーには、すべての子オブジェクトを定義するリストが含まれています。このリストの
子オブジェクトは、ここで説明したように定義された、ネストされたオブジェクトを含む

ディクショナリです。

認証

REST API username- and password-based authentication uses a special subset of request Universal
Resource Identifiers (URIs), including aaaLogin, aaaLogout, and aaaRefresh as the DN targets of a
POST operation. Their payloads contain a simple XML or JSON payload containing the MO representation
of an aaaUser object with the attribute name and pwd defining the username and password: for example,
<aaaUser name='admin' pwd='password'/>. POST操作の応答には、Set-Cookieヘッダーと、応
答の名前付きトークンの aaaLoginオブジェクトの属性の両方として認証トークンが含まれま
す。この場合の XPathはエンコーディングが XMLの場合は /imdata/aaaLogin/@tokenです。
Subsequent operations on the REST API can use this token value as a cookie named APIC-cookie to
authenticate future requests.

サブスクリプション

The REST API supports the subscription to one or more MOs during your active API session.ユーザま
たはシステムにより開始されたアクションによって、MOが作成、変更、または削除される
と、イベントが生成されます。サブスクライブされたアクティブなクエリ上のデータがイベン

トにより変更されると、APICはそのサブスクリプションを作成した APIクライアントに通知
を送信します。

管理情報モデル

アプリケーションセントリックインフラストラクチャファブリックを構成するすべての物理

および論理コンポーネントは、MITとも呼ばれる階層型管理情報モデル（MIM）で表されま
す。このツリー内の各ノードは、管理ステータスと動作ステータスを含む、MOとオブジェク
トのグループを表します。

MIMを表示するには、「Cisco APIC管理情報モデルリファレンスガイド」を参照してくださ
い。

階層構造は最上部（Root）から始まり、親ノードと子ノードを含みます。Each node in this tree
is an MO and each object in the ACI fabric has a unique distinguished name (DN) that describes the object

Cisco APIC REST API設定ガイド
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and its place in the tree. MOは、fabricリソースの抽象化です。MOは、スイッチやアダプタなど
の物理オブジェクト、またはポリシーや障害などの論理オブジェクトを表すことができます。

Configuration policies make up the majority of the policies in the system and describe the configurations
of different ACI fabric components.ポリシーは、ある環境下でシステムがどのように動作するか
を決定します。特定のMOはユーザが作成せず、自動的に fabricによって作成されます（電源
オブジェクトやファンオブジェクトなど）。APIを起動することによって、MIMにオブジェ
クトの読み取りと書き込みを行います。

The information model is centrally stored as a logical model by the APIC, while each switch node contains
a complete copy as a concrete model. When a user creates a policy in the APIC that represents a
configuration, the APIC updates the logical model. The APIC then performs the intermediate step of
creating a fully elaborated policy from the user policy and then pushes the policy into all the switch nodes
where the concrete model is updated.モデルは、ファブリックで動作する複数のデータ管理エンジ
ン（DME）のプロセスによって管理されます。ユーザまたはプロセスがファブリックコンポー
ネントへの管理上の変更を開始すると（たとえば、プロファイルをスイッチに適用する場合）、

DMEはその変更をまず情報モデルに適用し、次に実際の管理対象のエンドポイントに適用し
ます。この方法を、モデル方式フレームワークといいます。

The following branch diagram of aリーフスイッチ port starts at the top Root of the ACI fabric MIT
and shows a hierarchy that comprises a chassis with two line module slots, with a line module in slot 2.

|——root———————————–– (root)
|——sys———————————––– (sys)

|——ch————————————————(sys/ch)
|——lcslot-1——————————(sys/ch/lcslot-1)
|——lcslot-2——————————(sys/ch/lcslot-2)

|——lc————————————————(sys/ch/lcslot-2/lc)
|——leafport-1————————(sys/ch/lcslot-2/lc/leafport-1)

オブジェクトの命名

特定のオブジェクトは、識別名（DN）または相対名（RN）で識別できます。

既存のオブジェクトの名前は変更できません。オブジェクトまたはオブジェクトのグループへ

の参照を簡素化するために、エイリアスまたはタグを割り当てることができます。

（注）

識別名

DNを使用すると、特定のターゲットオブジェクトを明確に識別できます。DNは、一連のRN
で構成されます。

dn = {rn}/{rn}/{rn}/{rn}...

この例では、DNによりオブジェクトツリーの最上位からオブジェクトまで、fabport-1の完

全修飾パスが提供されます。DNは、APIコールが動作する管理対象オブジェクトを指定しま
す。
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< dn =”sys/ch/lcslot-1/lc/fabport-1” />

相対名

RNは、親オブジェクトのコンテキスト内の兄弟からのオブジェクトを識別します。DNには、
一連の RNが含まれます。

例：

<dn = "sys/ch/lcslot-1/lc/fabport-1"/>

上記の DNには次の RNが含まれます。

説明クラス相対名

このシステムの最上位レベルtop:Systemsys

ハードウェアのシャーシコンテナeqpt:Chch

ラインモジュールスロット 1eqpt:LCSlotlcslot-1

ライン（I/O）モジュールeqpt:LClc

ファブリック向きの外部 I/Oポート 1eqpt:FabPfabport-1

REST API要求の構成

読み取り/書き込み操作とフィルタ

読み取り操作

オブジェクトペイロードは、XMLまたは JSONとして適切に符号化された後は、REST APIで
の作成、読み取り、更新、削除の操作に使用できます。次の図に、REST APIからの読み取り
操作の構文を示します。
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図 1 : REST構文

REST APIはHTTPベースなので、特定のリソースタイプにアクセスするURIを定義すること
が重要です。The first two sections of the request URI simply define the protocol and access details of
the APIC.要求URIの次のセクションは、APIの呼び出しを指示するリテラル文字列 /apiです。
先に説明したように、読み取り操作は一般に、オブジェクトまたはクラスに対するものである

ため、URIの次の部分で操作がMOに対してか、クラスに対してかを指定します。次のコン
ポーネントで、オブジェクトベースのクエリに対して照会する完全修飾ドメイン名（DN）か、
クラスベースのクエリに対するパッケージとクラス名のいずれかを定義します。要求URIの最
後の必須部分はエンコーディング形式で、.xmlか .jsonのいずれかです。これは、ペイロード
形式が定義されている唯一の方法です。(APICではコンテンツタイプとその他のヘッダは無視
されます。）

書き込み操作

REST APIの作成操作と更新操作は両方とも POSTメソッドを使用して実装されます。そのた
め、まだない場合はオブジェクトが作成され、既に存在する場合は、既存の状態と必要な状態

との間の変化を反映するように更新されます。

作成操作と更新操作の両方に複合オブジェクト階層が含まれていることがあります。そのた

め、すべてのオブジェクトが同じコンテキストルートにあり、REST APIのデータペイロード
の 1 MBの制限を超えていない限り、1つのコマンドで完全なツリーを定義することができま
す。この制限は、パフォーマンスを保証し、高負荷時にシステムを保護するために設定されて

います。

The context root helps define a method by which the APIC distributes information to multiple controllers
and helps ensure consistency.ほとんどの場合、構成はユーザに透過的である必要があります。た
だし、かなり大規模な構成で、それが分散トランザクションになる場合は、小さく分割する必

要がある場合があります。
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図 2 : RESTペイロード

作成操作と更新操作は、オブジェクトレベルで常に対象となること以外は、読み取り操作と同

じ構文を使用します。これは、特定のクラスのあらゆるオブジェクトに変更を加えることがで

きないからです（その必要もありません）。The create or update operation should target a specific
managed object, so the literal string /mo indicates that the DN of the managed object will be provided,
followed next by the actual DN.フィルタ文字列を POST操作に適用できます。たとえば、POST
操作の結果を応答で取得する場合は、rsp-subtree=modifiedクエリ文字列を渡し、POST操作に
よって変更されたオブジェクトを応答に含めるように指示します。

POST操作のペイロードには、Cisco APIコマンド本文を定義するMOを表すXMLまたは JSON
の符号化データが含まれます。

Filters

イベントレコードの Cisco APIC REST APIクエリについて、APICシステムでは最大 500,000
イベントレコードへの応答に制限しています。応答が 500,000イベント以上の場合は、エラー
が返されます。クエリを絞り込むためにフィルタを使用します。詳細については、クエリー

フィルタ式の作成（16ページ）を参照してください。

（注）

REST APIは、柔軟性のあるさまざまなフィルタをサポートしており、検索範囲を絞り込み、
よりすばやく情報を見つけるのに役立ちます。フィルタ自体は、クエリのURIオプションとし
て付加され、疑問符（?）で始まり、アンパサンド（&）で連結されます。複数の条件をまとめ
て連結して複雑なフィルタを形成できます。
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次のクエリフィルタを使用できます。

表 11 :クエリフィルタ

説明COBRASクエリプロパ
ティ

SyntaxFilter Type

クエリの範囲を定義し

ます

AbstractQuery.queryTarget{self | children | subtree}query-target

指定されたクラスを含

む応答のみの要素

AbstractQuery.classFilterclass nametarget-subtree-class

条件に一致する応答の

みの要素

AbstractQuery.propFilterフィルタ式query-target-filter

応答に含まれる子オブ

ジェクトレベルを指定

します

AbstractQuery.subtree{no | children | full}rsp-subtree

指定したクラスのみに

応答します

AbstractQuery.subtreeClassFilterclass namersp-subtree-class

条件に一致するクラス

のみに応答します

AbstractQuery.subtreePropFilterフィルタ式rsp-subtree-filter

追加のオブジェクトを

要求します

AbstractQuery.subtreeInclude{faults | health :stats :…}rsp-subtree-include

プロパティ値に基づい

て応答をソートします

未実装classname.property |
{asc | desc}

order-by

REST APIコマンドでクラスの使用
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のクラスは、システムイベントおよびフォー
ルトがオブジェクトモデル内のオブジェクトとどのように関連しているかを理解するために操

作面で重要です。システムの各イベントやフォールトは、設定、正常性、フォールト、および/
または統計情報にアクセスできる固有のオブジェクトです。

Ciscoアプリケーションセントリックインフラストラクチャ（ACI）ファブリックを作成する
すべての物理および論理コンポーネントは、階層管理情報ツリー（MIT）で表されます。この
ツリー内の各ノードは、管理ステータスと動作ステータスを含む、管理対象オブジェクト

（MO）またはオブジェクトのグループを表します。

クラスの完全なリストにアクセスするには、APICを指定し、URLの最後でdoc/htmlディレ
クトリを参照します。

https://apic-ip-address/doc/html/

Cisco APIC REST API設定ガイド
7

パート 1: Cisco APIC REST APIの使用方法のガイドライン

REST APIコマンドでクラスの使用



REST APIコマンド内の管理オブジェクトの使用
管理対象オブジェクト（MO）またはそのプロパティで API操作を実行する前に、Webベース
のマニュアルである『Cisco APIC Management Information Model Reference』でオブジェクトの
クラス定義を確認する必要があります。管理情報モデル（MIM）は、次のようなルールを定義
するスキーマとして機能します。

• MOを接続できる親オブジェクトのクラス

• MOに接続できる子オブジェクトのクラス

• MOに接続できるクラスタイプの子オブジェクトの数

•ユーザーがMOを作成、変更、または削除できるかどうか、またそのために必要な権限レ
ベル

•オブジェクトクラスのプロパティ（属性）

•データタイプとプロパティの範囲

When you send an API command, the APIC checks the command for conformance with the MIM schema.
If an API command violates the MIM schema, the APIC rejects the command and returns an error message.
たとえば、MOを作成できるのは、コマンドURIで指定したパスで作成が許可される場合、ま
たはユーザがそのオブジェクトクラスに必要な権限レベルを持っている場合のみです。有効な

データのみでMOのプロパティを設定でき、プロパティは作成できません。

MOを作成するAPIコマンドを作成するときに必要なのは新しいMOを一意的に定義するため
にコマンドのURIとデータ構造に十分な情報を盛り込むことだけです。MOの作成時にプロパ
ティ設定を省略すると、MIMが指定している場合はプロパティがデフォルト値で入力され、
それ以外は空白のままになります。

MOのプロパティを変更する場合に必要なのは、変更するプロパティとその新しい値を指定す
ることだけです。他のプロパティは未変更のままになります。

注意事項および制約事項

• APICまたはスイッチ管理コミュニケーションポリシーに影響するMOを変更すると、
ファブリック内のAPICやスイッチWebインターフェイスで進行中の操作に短時間の中断
が発生する場合があります。中断が生じる可能性がある設定変更には次のものがありま

す。

•ポート番号などの管理ポート設定の変更

• HTTPSの有効化または無効化

• HTTPSへのリダイレクションの状態の変更

•キーリングなど公開キーインフラストラクチャ（PKI）の変更

•既存のMOを読み取ると、MOの Passwordプロパティがセキュリティ上の理由から空白
として読み取られます。APICへ再度MOを書き込むと、passwordプロパティは空白とし
て作成されます。
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パスワード情報を含むMOを保存する必要がある場合は、構成の
エクスポートポリシーを使用します。特定のMOを保存するに
は、ポリシーでターゲットの識別名としてMOを指定します。

ヒント

APIコマンドの作成
次の形式の（URI）を使用して、HTTPまたはHTTPSメッセージをAPICに送信してAPIコマ
ンドまたはクエリーを呼び出し、管理対象オブジェクト（MO）上で操作を実行できます。

{http|https}://host[:port]/api/mo/dn.{json|xml}[?オプション]

オブジェクトクラス上での操作には次の形式を使用します。

{http|https}://host[:port]/api/class/className.{json|xml}[?オプション]

次の例では、class fv:TenantのMOに関与する API操作用の URIの例を示します。

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

URIのコンポーネント

URIのコンポーネントは次のとおりです。

• http://または https://：HTTPまたは HTTPSを指定します。デフォルトでは、HTTPS
だけがイネーブルです。必要に応じて、「GUIを使用した HTTPおよび HTTPSの設定（
35ページ）」で説明するように、HTTPまたは HTTP-to-HTTPSのリダイレクションを明
示的にイネーブルにし設定する必要があります。HTTPと HTTPSは共存できます。

• host ：APICのホスト名または IPアドレスを指定します。

• :port ：APICとの通信に使用するポート番号を指定します。システムがHTTP（80）また
は HTTPS（443）に標準のポート番号を使用する場合は、このコンポーネントを省略でき
ます。

• /api/：メッセージが APIに向けられることを指定します。

• mo | class ：操作のターゲットがMOまたはオブジェクトクラスであるかどうかを指定
します。

• dn ：対象のMOの識別名（DN）を指定します。

• className ：対象のクラスの名前を指定します。この名前は、照会されたオブジェクトの
パッケージ名と、対応するパッケージのコンテキストで照会されたクラスの名前を連結し

たものです。

たとえば、クラス aaa:Userは、URI内の aaaUserの classNameをもたらします。
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• json | xml ：コマンドまたは応答HTML本文のエンコード形式が JSONまたはXMLかを
指定します。

• ?options ：（任意）クエリーに1つ以上のフィルタ、セレクタ、または修飾子を指定しま
す。複数のオプションステートメントは、アンパサンド（&）で結合されます。

MOでの API操作用の URI

特定のMOを作成、読み取り、更新または削除する API操作では、『Cisco APIC Management
Information Model Reference』に記載するように、リソースパスは /mo/とその後のMOの DM
で構成されます。たとえば、テナントオブジェクトの DNは、クラス fv:Tenantの参照定義で
述べたように、uni/tn-[name]となります。この URIは、ExampleCorpという名前の fv:Tenant
オブジェクトでの操作を指定します。

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

または、POST操作で、次の例のように、/api/moに POST送信してメッセージの本文に DNを
提供することができます。

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

<fvTenant dn="uni/tn-ExampleCorp"/>

また、次の例のように、メッセージ本文に名前のみを提供して、/api/moと残りのRNコンポー
ネントに POST送信することもできます。

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

<fvTenant name="ExampleCorp"/>

ノードMOでの API操作用の URI

ファブリックの特定のノードデバイス上のMOにアクセスするための API操作では、リソー
スのパスは /mo/topology/pod-number/node-number/sys/とその後に続くノードコンポーネント

で構成されます。たとえば、ポッド 1のノード 1のシャーシスロット b内のボードセンサー
にアクセスするには、次の URIを使用します。

GET https://apic-ip-address/api/mo/topology/pod-1/node-1/sys/ch/bslot/board/sensor-3.json

クラスでの API操作用の URI

クラスに関する情報を入手するための API操作では、『Cisco APIC Management Information
Model Reference』に記載されているように、リソースパスは /class/とその後に続くクラスの

名前で構成されます。URIでは、クラス名のコロンは削除されます。たとえば、次のURIはク
ラス aaa:Userでのクエリーを指定します。
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GET https://apic-ip-address/api/class/aaaUser.json

APIコマンド本文の作成
POST操作のHTML本文には、コマンドの実行に必要な必須情報を提供する JSONまたはXML
のデータ構造を含める必要があります。GETまたは DELETE操作ではデータ構造は送信され
ません。

APIコマンド本文を作成するためのガイドライン

•データ構造は、ターゲットMOまたはメソッドの属性と要素のセット全体を表す必要はあ
りませんが、少なくともURIに組み込まれたプロパティやパラメータを除く、MOを識別
しコマンドを実行するのに必要な最低限のプロパティまたはパラメータのセットを提供す

る必要があります。

•データ構造は、すべての子ノードが一意のDNを持ち一意である、単一ツリーです。重複
するノードは許可されません。同じノードを二度含めることで、1つのノードを 2度変更
することはできません。この場合、1つのノードに変更をマージする必要があります。

•データ構造では、パッケージ名の後のコロンはクラス名とメソッド名から除外されます。
たとえば、クラス zzz:ObjectのMOのデータ構造では、クラス要素は zzzObjectとなりま
す。

• Although the JSON specification allows unordered elements, the APIC REST API requires that the
JSON 'attributes' element precede the 'children' array or other elements.

• XMLデータ構造に子またはサブツリーが含まれない場合、オブジェクト要素は自己終了
できます。

• APIの大文字小文字は区別されます。

• URLに「api」を含んで APIコマンドを送信する場合、API POSTコマンドの HTML本文
の最大サイズは 1 MBです。

• URLに「ppi」を含んでデバイスパッケージファイルをアップロードする場合、POSTコ
マンドの HTML本文の最大サイズは 10 MBです。

メソッドを呼び出す APIコマンド本文の作成
メソッドを呼び出すコマンドを作成するには、『Cisco APIC Management Information Model
Reference』のメソッド説明を使用して、メソッドのパラメータを含む JSONまたは XMLデー
タ構造を作成します。

一般的なメソッドのAPIリファレンスが、存在する入力パラメータと戻り値を一覧にします。
メソッドは重要な入力パラメータが含まれている構造とともに呼び出され、正常な応答で戻り

値を含む完全な構造を返します。
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仮想的なメソッド設定の説明：メソッドは次のようにAPIリファレンスに表示される可能性が
あります。

Method config:Method(
inParameter1,
inParameter2,
inParameter3,
outParameter1,
outParameter2

)

「in」で始まるパラメータは、入力パラメータをを表します。「out」で始まるパラメータは、
メソッドにより返される値を表します。「in」または「out」プレフィックスを含まないパラ
メータは、入力パラメータです。

メソッドを呼び出す JSON構造は、次のような構造で構成されます。

{
"configMethod":
{
"attributes":
{
"inParameter1":"value1",
"inParameter2":"value2",
"inParameter3":"value3"

}
}

}

メソッドを呼び出す XML構造は、次のような構造で構成されます。

<configMethod
inParameter1="value1"
inParameter2="value2"
inParameter3="value3"

/>

一部のメソッドのパラメータには、フィルタ設定やMOの設定などサブ構造が含まれます。特
定の情報については、「『Cisco APIC Management Information Model Reference』」を参照して
ください。

（注）

MOでの API操作用の APIコマンドの本文の作成
MOを作成、変更または削除するためのコマンドを作成するには、『Cisco APIC Management
InformationModel Reference』にあるクラスの記述を使用して、オブジェクトのクラスの重要な
プロパティと子を説明する JSONまたは XMLのデータ構造を作成します。コマンドの実行に
必要でない属性または子は省略できます。

仮定のクラス zzz:ObjectのMO用の JSON構造は、次の構造に似ています。
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{
"zzzObject" : {
"attributes" : {
"property1" : "value1",
"property2" : "value2",
"property3" : "value3"

},
"children" :
[{

"zzzChild1" : {
"attributes" : {
"childProperty1" : "childValue1",
"childProperty2" : "childValue1"

},
"children" : []

}
}

]
}

}

仮定のクラス zzz:ObjectのMO用の XML構造は、次の構造に似ています。

<zzzObject
property1 = "value1",
property2 = "value2",
property3 = "value3">
<zzzChild1
childProperty1 = "childValue1",
childProperty2 = "childValue1">

</zzzChild1>
</zzzObject>

正常な操作では、MOの完全なデータ構造が返されます。

タグおよびエイリアスの使用

API操作を簡略化するために、オブジェクトにエイリアスまたはタグを割り当てることができ
ます。API操作では、識別名（DN）の代わりにエイリアスまたはタグ名でオブジェクトまた
はオブジェクトのグループを参照できます。次のようにタグとエイリアスの使用には違いがあ

ります。

•タグ：タグを使用すると、わかりやすい名前で複数のオブジェクトをグループ化できま
す。複数のオブジェクトに同じタグ名を割り当て、1つのオブジェクトに 1つ以上のタグ
名を割り当てることができます。

•エイリアス：単一のテナントを示す場合、エイリアスはDNよりも簡単でわかりやすいも
のにすることができます。1つのオブジェクトだけに固有のエイリアス名を割り当てるこ
とができます。システムは2番目のオブジェクトに同じエイリアス名を割り当てできない
ようにします。
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すべてのオブジェクトがタグをサポートしているわけではありません。To determine whether an
object is taggable, inspect the class of the object in the『Cisco APIC Management Information Model
Reference』.オブジェクトクラスのその階層にタグのインスタンスがあれば（tag:AInstまた

は tag:AInstから派生したクラス）、そのクラスのオブジェクトにタグ付けすることができま

す。

（注）

タグの追加

API POST操作の URIで、次の構文を使用して 1つ以上のタグを追加できます。

/api/tag/mo/dn.{json|xml}?add=[, name, ...][, name, ...]

この構文で、nameはタグの名前、dnはタグが割り当てられるオブジェクトの識別名です。

次に、ExampleCorpという名前のテナントにタグのテナントと組織を割り当てる例を示しま
す。

POST https://apic-ip-address/api/tag/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml?add=tenants,orgs

タグの削除

API POST操作の URIで、次の構文を使用して 1つ以上のタグを削除できます。

/api/tag/mo/dn.{json|xml}?remove=name[, name, ...]

次に、ExampleCorpという名前のテナントからタグの組織を削除する例を示します。

POST https://apic-ip-address/api/tag/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml?remove=orgs

API DELETE操作の URIで、次の構文を使用してタグのすべてのインスタンスを削除できま
す。

/api//tag/name.{json|xml}

次に、すべてのオブジェクトからタグの組織を削除する例を示します。

DELETE https://apic-ip-address/api/tag/orgs.xml

エイリアスの追加

API POST操作の URIで、次の構文を使用してエイリアスを追加できます。

/api/alias/mo/dn.{json|xml}?set=name

この構文で、nameはエイリアスの名前、dnはエイリアスが割り当てられるオブジェクトの識
別名です。
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次に、ExampleCorpという名前のテナントにエイリアス tenant8を割り当てる例を示します。

POST https://apic-ip-address/api/alias/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml?set=tenant8

エイリアスの削除

API POST操作の URIで、次の構文を使用してエイリアスを削除できます。

/api/alias/mo/dn.{json|xml}?clear=yes

次に、ExampleCorpという名前のテナントからエイリアスを削除する例を示します。

POST https://apic-ip-address/api/alias/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml?clear=yes

その他の例

ここに示す例では、タグに無関係な属性を削除するために応答が編集されています。（注）

次に、ExampleCorpという名前のテナントに割り当てられたすべてのタグを検索する例を示し
ます。

GET https://apic-ip-address/api/tag/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

RESPONSE:
<imdata>

<tagInst
dn="uni/tn-ExampleCorp/tag-tenants"
name="tenants"

/>
<tagInst

dn="uni/tn-ExampleCorp/tag-orgs"
name="orgs"

/>
</imdata>

次に、タグ「tenants」を持つすべてのオブジェクトを検索する例を示します。

GET https://apic-ip-address/api/tag/tenants.xml

RESPONSE:
<imdata>

<fvTenant
dn="uni/tn-ExampleCorp"
name="ExampleCorp"

/>
</imdata>
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REST APIクエリの構成

クエリーフィルタ式の作成

論理演算子および値の式を適用して、APIクエリーへの応答をフィルタリングできます。

基本的な等式または不等式のテストは次のように表されます。

query-target-filter=[eq|ne](attribute,value)

カッコやカンマを使用して演算子と条件を組み合わせることで、より複雑なテストを作成でき

ます。

query-target-filter=[and|or]([eq|ne](attribute,value),[eq|ne](attribute,value),...)

範囲フィルタには最大で 20の「(attribute,value)」フィルタ式を含めることができます。制

限を超えると、APIはエラーを返します。
（注）

使用可能な論理演算子

このテーブルは、クエリーのフィルタ式で使用可能な論理演算子を示します。

説明演算子

[Equal to]eq

等しくないne

より小さいlt

より大きいgt

以下le

以上ge

間bw

論理反転not

論理積および

論理和または

論理排他的 ORxor
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説明演算子

ブール値 TRUEtrue

ブール値 FALSEfalse

少なくとも 1つのビットが設定されている場合は TRUEanybit

すべてのビットが設定されている場合は TRUEallbits

Wildcardwcard

プロパティホルダーpholder

パッシブホルダーpassive

例

次の例では、姓が「Washington」に等しいクラス aaaUserのすべての管理対象オブジェクトが
返されます。

GET https://apic-ip-address/api/class/aaaUser.json?
query-target-filter=eq(aaaUser.lastName,"Washington")

次の例では、fabEncapプロパティが「vxlan-12780288」であるエンドポイントグループが返さ
れます。

GET https://apic-ip-address/api/class/fvAEPg.xml?
query-target-filter=eq(fvAEPg.fabEncap,"vxlan-12780288")

次の例は、現在のヘルススコアが 50未満のテナントオブジェクトすべてを示します。

GET https://apic-ip-address/api/class/fvTenant.json?
rsp-subtree-include=health,required

&
rsp-subtree-filter=lt(healthInst.cur,"50")

次の例では、テナント ExampleCorp下のすべてのエンドポイントグループとそれらの障害が
返されます。

GET https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml?
query-target=subtree

&
target-subtree-class=fvAEPg

&
rsp-subtree-include=faults

次の例では、名前が「infra」または「common」でないaaa:Domainオブジェクトが返されます。

GET https://apic-ip-address/api/class/aaaDomain.json?
query-target-filter=
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and(ne(aaaDomain.name,"infra"),
ne(aaaDomain.name,"common"))

クエリースコープフィルタの適用

スコープフィルタを適用して、APIクエリーへの応答の範囲を制限できます。論理フィルタ式
によって、クラス、プロパティ、カテゴリ、または認定に基づいてオブジェクトの第1レベル
または 1つ以上そのサブツリーまたは子への範囲を制限できます。

query-target={self | children | subtree}

このステートメントは、クエリーの範囲を制限します。次のリストは使用可能な範囲について

説明します。

• self]：（デフォルト）MO自体のみを考慮し、子またはサブツリーは考慮しません。

• children]：MOの子のみを考慮し、MO自体は考慮しません。

• subtree]：MO自体およびそのサブツリーを考慮します。

target-subtree-class=mo-class1[,mo-class2]...

This statement specifies which object classes are to be considered when the query-target option is used
with a scope other than self.スペースなしのカンマ区切りリストとして複数の希望するオブジェ
クトタイプを指定できます。

To request subtree information, combine query-target=subtree with the target-subtree-class statement
to indicate the specific subtree as follows:

query-target=subtree&target-subtree-class=className

この例では、実行中のファームウェアに関する情報を要求しています。Theinformationiscontained
in the firmware:CtrlrRunning subtree (child) object of the APIC firmware status container
firmware:CtrlrFwStatusCont:
GET https://apic-ip-address/api/class/firmwareCtrlrFwStatusCont.json?

query-target=subtree&target-subtree-class=firmwareCtrlrRunning

query-target-filter=filter-expression

このステートメントは、応答に適用される論理フィルタを指定します。This statement can be
used by itself or applied after the query-target statement.

rsp-subtree={no | children | full}

返されたオブジェクトについて、このオプションは子オブジェクトが応答に含まれるかどうか

を指定します。次のリストは使用可能なオプションについて説明します。

• no]：（デフォルト）応答には子が含まれていません。

• children]：応答には子だけが含まれます。

Cisco APIC REST API設定ガイド
18

パート 1: Cisco APIC REST APIの使用方法のガイドライン

クエリースコープフィルタの適用



• full]：応答には、子を含め構造全体が含まれます。

rsp-subtree-class=mo-class

子オブジェクトが返される場合、このステートメントは、指定されたオブジェクトクラスの子

オブジェクトだけが応答に含まれることを指定します。

rsp-subtree-filter=filter-expression

子オブジェクトが返される場合、このステートメントは、子オブジェクトに適用される論理

フィルタを指定します。

When an rsp-subtree-filter query statement includes a class.property operand, the specified class name
is used only to identify the property and its type.返された結果はクラスでフィルタリングされず、
同じ名前のプロパティを含む子オブジェクトを含む可能性がありますが、そのオブジェクトの

プロパティがクエリー条件に一致する場合、別のクラスに属します。クラスでフィルタリング

するには、追加のクエリーフィルタを使用する必要があります。

（注）

rsp-subtree-include=category1[,category2...][option]

子オブジェクトが返される場合、このステートメントは、応答に含まれる追加のオブジェクト

またはオプションを指定します。スペースなしのカンマ区切りリストで次のカテゴリの1つ以
上を指定できます。

• audit-logs]：応答には、管理対象オブジェクトのユーザによる変更の履歴を含むサブツリー
が含まれます。

• event-logs]：応答には、イベントの履歴情報を含むサブツリーが含まれます。

• faults]：応答には、現在アクティブな障害を含むサブツリーが含まれます。

• fault-records]：応答には、障害履歴情報を含むサブツリーが含まれます。

• health]：応答には、現在の動作状態情報を含むサブツリーが含まれます。

• health-records]：応答には、動作状態履歴情報を含むサブツリーが含まれます。

• relations]：応答には、関係関連のサブツリーの情報が含まれます。

• stats]：応答には、統計関連のサブツリーの情報が含まれます。

• tasks]：応答には、タスク関連のサブツリーの情報が含まれます。

上記いずれかのカテゴリとともに、次のオプションのいずれかを指定してさらにクエリー結果

を絞り込むこともできます。

• count]：応答には、一致するサブツリーの数が含まれますが、サブツリー自体は含まれま
せん。
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• no-scoped]：応答には、要求したサブツリーの情報のみが含まれます。ターゲットMOの
他の最上位の情報は応答に含まれていません。

• required]：応答には、指定したカテゴリと一致するサブツリーを持つ管理対象オブジェク
トのみが含まれます。

For example, to include fault-related subtrees, specify faults in the list. To return only fault-related subtrees
and no other top-level MO information, specify faults,no-scoped in the list as shown in this example:

query-target=subtree&rsp-subtree-include=faults,no-scoped

親オブジェクトがファブリックノード（リーフ）にプッシュされるまで、一部のタイプの子オ

ブジェクトは作成されません。Until such a parent object has been pushed to a fabric node, a query
on the parent object using the rsp-subtree-include filter might return no results.たとえば、クエリー
オプション rsp-subtree-include=statsを含む fvAEPgのクラスクエリーは、テナントに適用さ

れ、ファブリックノードにプッシュされたエンドポイントのグループだけの統計を返します。

（注）

rsp-prop-include={all | naming-only | config-only}

This statement specifies what type of properties should be included in the response when the rsp-subtree
option is used with an argument other than no.

• all]：応答には、管理対象オブジェクトのすべてのプロパティが含まれます。

• naming-only]：応答には、管理対象オブジェクトのプロパティの名前だけが含まれます。

• config-only]：応答には、管理対象オブジェクトの設定可能なプロパティのみが含まれま
す。

管理対象オブジェクトが設定できず、エクスポート（バックアッ

プ）できないと、管理対象オブジェクトは返されません。

（注）

関連トピック

クエリーフィルタ式の作成（16ページ）
例：JSON APIを使用した実行中のファームウェアの取得（29ページ）

APIクエリー結果のフィルタリング
1つ以上の条件文を次の形式でパラメータとしてクエリー URIに追加することで、APIクエ
リーの結果をフィルタリングできます。

https://URI?condition[&condition[&...]]
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複数の条件文は、アンパサンド（&）で結合されます。

条件文にはスペースを含めることはできません。（注）

オブジェクト属性およびオブジェクトサブツリーによってフィルタするオプションが使用可能

です。

フィルタの条件演算子

クエリーのフィルタリング機能は、次の条件演算子をサポートします。

説明演算子

[Equal to]eq

等しくないne

より小さいlt

より大きいgt

以下le

以上ge

間bw

論理反転not

論理積および

論理和または

論理排他的 ORxor

ブール値 TRUEtrue

ブール値 FALSEfalse

少なくとも 1つのビットが設定されている場合は TRUEanybit

すべてのビットが設定されている場合は TRUEallbits

Wildcardwcard

プロパティホルダーpholder

パッシブホルダーpassive
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クエリー結果の並べ替えとページ付け

大量のデータを返すAPIクエリーを送信するときは、返されたデータを並べ替えてページ付け
し、必要な情報が簡単に検索できるようにすることができます。

結果の並べ替え

order-by演算子をクエリー URIに追加することで、クエリー応答をクラス内の 1つ以上のプ
ロパティによって並べ替えることができ、次の構文を使用して順序の方向を指定できます。

order-by=classname.property[|{asc|desc}][,classname.property[|{asc|desc}]][,...]

昇順（asc）または降順（desc）を指定するにはオプションのパイプ区切り文字（'|'）を使用し
ます。順序が指定されていない場合、デフォルトは昇順となります。

複数のプロパティ（姓や名など）によってマルチレベルのソートを実行できますが、すべての

プロパティを同じMOにする必要があるか、または同じ抽象クラスから継承する必要がありま
す。

次の例で、ユーザを姓で並べ替え、次に名で並べ替える方法を示します。

GET
https://apic-ip-address/api/class/aaaUser.json?order-by=aaaUser.lastName|asc,aaaUser.firstName|asc

結果のページ付け

page-size演算子をクエリー URIに追加することで、次の構文を使用してクエリーの結果をオ
ブジェクトのグループ（ページ）に分けることができます。オペランドは各グループ内のオブ

ジェクトの数を指定します。

page-size=ページあたりのオブジェクト番号

page演算子をクエリー URIに追加することで、次の構文を使用して単一のグループが返され
るように指定できます。ページは、番号 0から始まります。

page=ページ番号

次に、1ページあたり15個の障害インスタンスを降順で最初のページのみを返すように指定す
る方法を示します。

GET
https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultInst.severity|desc&page=0&page-size=15
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ページ付けされているかどうかにかかわらず、すべてのクエリーが新しい結果のセットを生成

します。単一ページだけを返すクエリーを実行すると、クエリー応答には集計結果の総数が含

まれますが、送信されないページは保存されず、後続のクエリーによって取得できません。後

続のクエリーは新しい結果のセットを生成し、そのクエリーで要求されたページを返します。

（注）

クエリー結果へのサブスクライブ

APIクエリーを実行するときは、実行中のAPIセッション中に発生するそのクエリーの結果の
今後の変更へのサブスクリプションを作成するオプションがあります。ユーザまたはシステム

により開始されたアクションによって、MOが作成、変更、または削除されると、イベントが
生成されます。そのイベントがアクティブなサブスクライブ済みのクエリーの結果を変更する

と、APICはサブスクリプションを作成したAPIクライアントへのプッシュ通知を生成します。

WebSocketのオープン

APIサブスクリプション機能は、WebSocketプロトコル（RFC 6455）を使用して APIクライア
ントとの双方向接続を実行し、その接続によってAPIはクライアントに要求されていない通知
メッセージを送信できます。この通知チャネルを確立するには、まずAPIとのWebSocket接続
をオープンする必要があります。Only a single WebSocket connection is needed to support multiple
query subscriptions with multiple APIC instances. WebSocket接続はAPIセッション接続に依存し、
APIセッションが終了すると閉じます。

月のイベントがイベント managerを通過と ( eventmgr )、クライアントの任意の売り上げ
WebSocketサブスクリプションの通知を受信します。Although most of the APIC MOs do go through
eventmgr, stats objects do not go through it, because updates are very frequent and not scalable.したがっ
て、統計情報オブジェクトを購読すると no通知されます。代わりに定期的にクエリを実行し
たり、MOs統計情報をエクスポートできます。

（注）

WebSocket接続は通常、次の例に示すように、HTML5対応ブラウザで JavaScript方式によって
開きます。

var Socket = new WebSocket(https://apic-ip-address/socket%TOKEN%);

In the URI, the %TOKEN% is the current API session token (cookie).次に、トークン付きの URIの
例を示します。

https://apic-ip-address/socketGkZl5NLRZJl5+jqChouaZ9CYjgE58W/pMccR+LeXmdO0obG9NB
Iwo1VBo7+YC1oiJL9mS6I9qh62BkX+Xddhe0JYrTmSG4JcKZ4t3bcP2Mxy3VBmgoJjwZ76ZOuf9V9AD6X
l83lyoR4bLBzqbSSU1R2NIgUotCGWjZt5JX6CJF0=

WebSocket接続の確立後は、APIセッションの更新時にAPIセッショントークンを再送信する
必要はありません。
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サブスクリプションの作成

クエリーにサブスクリプションを作成するには、オプション ?subscription=yesでクエリーを

実行します。次の例では、JSON形式で fv:Tenantクラスのクエリーにサブスクリプションを作
成します。

GET https://apic-ip-address/api/class/fvTenant.json?subscription=yes

The query response contains a subscription identifier, subscriptionId, that you can use to refresh the
subscription and to identify future notifications from this subscription.

{
"subscriptionId" : "72057611234574337",
"imdata" : [{

"fvTenant" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"childAction" : "",
"dn" : "uni/tn-common",
"lcOwn" : "local",
"monPolDn" : "",
"name" : "common",
"replTs" : "never",
"status" : ""

}
}

}
]

}

受信通知

サブスクリプションからのイベント通知では、サブスクリプション IDとMOの説明を含むデー
タ構造が提供されます。この JSONの例では、新しいユーザが名前「sysadmin5」で作成されて
います。

{
"subscriptionId" : ["72057598349672454", "72057598349672456"],
"imdata" : [{

"aaaUser" : {
"attributes" : {
"accountStatus" : "active",
"childAction" : "",
"clearPwdHistory" : "no",
"descr" : "",
"dn" : "uni/userext/user-sysadmin5",
"email" : "",
"encPwd" : "TUxISkhH$VHyidGgBX0r7N/srt/YcMYTEn5248ommFhNFzZghvAU=",
"expiration" : "never",
"expires" : "no",
"firstName" : "",
"intId" : "none",
"lastName" : "",
"lcOwn" : "local",
"name" : "sysadmin5",
"phone" : "",
"pwd" : "",
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"pwdLifeTime" : "no-password-expire",
"pwdSet" : "yes",
"replTs" : "2013-05-30T11:28:33.835",
"rn" : "",
"status" : "created"

}
}

}
]

}

複数のアクティブなサブスクリプションが1つのクエリーに対し存在できるため、通知には例
に示すように複数のサブスクリプション IDを含めることができます。

通知は、JSONまたは XML形式でサポートされています。（注）

サブスクリプションの更新

イベント通知を受信し続けるには、APIセッション中に各サブスクリプションを定期的に更新
する必要があります。To refresh a subscription, send an HTTP GET message to the API method
subscriptionRefresh with the parameter id equal to the subscriptionId as in this example:

GET https://apic-ip-address/api/subscriptionRefresh.json?id=72057611234574337

サブスクリプションが期限切れになっていなければ、APIはリフレッシュメッセージに空の応
答を返します。

サブスクリプションのタイムアウト時間は1分です。通知が失われないようにするには、サブ
スクリプションのリフレッシュメッセージを少なくとも60秒ごとに送信する必要があります。

（注）

REST APIの例

APIの例に関する情報
この例では、JSONおよび XML構造が読みやすいように改行、スペース、インデントで展開
されています。

例：JSON APIを使用したリーフポートセレクタプロファイルの追加
次に、リーフポートセレクタプロファイルを追加する例を示します。

『Cisco APICManagement InformationModel Reference』に示すように、このクラスの階層はリー
フポートセレクタプロファイルを形成します。
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• fabric:LePortP：リーフポートプロファイルは、このクラスの管理対象オブジェクト（MO）
で表され、uni/fabric/leportp-[name]の識別名（DN）形式（leportp-[name]は相対名

（RN））を持ちます。リーフポートプロファイルオブジェクトは、子オブジェクトとし
てリーフポートセレクタを含むことができるテンプレートです。

• fabric:LFPortS：リーフポートセレクタは、このクラスのMOで表され、
lefabports-[name]-typ-[type]の RN形式を持ちます。リーフポートセレクタオブ
ジェクトには、子オブジェクトとして1つ以上のポートまたはポートの範囲を含める
ことができます。

• fabric:PortBlk：リーフポートまたはリーフポートの範囲は、このクラスのMO
で表され、portblk-[name]の RN形式を持ちます。

新しいリーフポートセレクタプロファイルMOを作成するAPIコマンドは、子MOを作成お
よび設定することもできます。

この例は、「MyLPSelectorProf」という名前のリーフポートセレクタプロファイルを作成し
ます。例のプロファイルには、リーフスイッチ 1のリーフポート 1を選択し、リーフスイッ
チ 1のリーフポート 3から 5を選択する「MySelectorName」という名前のセレクタが含まれ
ます。新しいプロファイルを作成および設定するには、この HTTP POSTメッセージを送信し
ます。

POST http://apic-ip-address/api/mo/uni/fabric/leportp-MyLPSelectorProf.json

{
"fabricLePortP" : {
"attributes" : {
"descr" : "Selects leaf ports 1/1 and 1/3-5"

},
"children" : [{

"fabricLFPortS" : {
"attributes" : {
"name" : "MySelectorName",
"type" : "range"

},
"children" : [{

"fabricPortBlk" : {
"attributes" : {
"fromCard" : "1",
"toCard" : "1",
"fromPort" : "1",
"toPort" : "1",
"name" : "block2"

}
}

}, {
"fabricPortBlk" : {
"attributes" : {
"fromCard" : "1",
"toCard" : "1",
"fromPort" : "3",
"toPort" : "5",
"name" : "block3"

}
}

}
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]
}

}
]

}
}

正常な動作時には次の応答本文が返されます。

{
"imdata" : [{

"fabricLePortP" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"childAction" : "deleteNonPresent",
"descr" : "Select leaf ports 1/1 and 1/3-5",
"dn" : "uni/fabric/leportp-MyLPSelectorProf",
"lcOwn" : "local",
"name" : "MyLPSelectorProf",
"replTs" : "never",
"rn" : "",
"status" : "created"

},
"children" : [{

"fabricLFPortS" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"childAction" : "deleteNonPresent",
"dn" : "",
"lcOwn" : "local",
"name" : "MySelectorName",
"replTs" : "never",
"rn" : "lefabports-MySelectorName-typ-range",
"status" : "created",
"type" : "range"

},
"children" : [{

"fabricPortBlk" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"childAction" : "deleteNonPresent",
"dn" : "",
"fromCard" : "1",
"fromPort" : "3",
"lcOwn" : "local",
"name" : "block3",
"replTs" : "never",
"rn" : "portblk-block3",
"status" : "created",
"toCard" : "1",
"toPort" : "5"

}
}

}, {
"fabricPortBlk" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"childAction" : "deleteNonPresent",
"dn" : "",
"fromCard" : "1",
"fromPort" : "1",
"lcOwn" : "local",
"name" : "block2",
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"replTs" : "never",
"rn" : "portblk-block2",
"status" : "created",
"toCard" : "1",
"toPort" : "1"

}
}

}
]

}
}

]
}

}
]

}

新しいプロファイルを削除するには、次の例のように、"status":"deleted"の fabricLePortP属
性を持つ HTTP POSTメッセージを送信します。

POST http://apic-ip-address/api/mo/uni/fabric/leportp-MyLPSelectorProf.json

{
"fabricLePortP" : {
"attributes" : {
"status" : "deleted"

}
}

}

または、この HTTP DELETEメッセージを送信できます。

DELETE http://apic-ip-address/api/mo/uni/fabric/leportp-MyLPSelectorProf.json

例：JSON APIを使用したノードに関する情報の取得
This example shows how to query the APIC to access a node in the system.

ファブリックの特定のノードデバイスに API操作を指示するために、リソースのパスは
/mo/topology/pod-number/node-number/sys/とその後に続くノードコンポーネントで構成され

ます。たとえば、この URIはノード 1のシャーシスロット Bのボードセンサー 3にアクセス
します。

GET http://apic-ip-address/api/mo/topology/pod-1/node-1/sys/ch/bslot/board/sensor-3.json

正常な動作時には次のような応答本文が返されます。

{
"imdata" :
[{

"eqptSensor" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
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"childAction" : "",
"dn" : "topology/pod-1/node-1/sys/ch/bslot/board/sensor-3",
"id" : "3",
"majorThresh" : "0",
"mfgTm" : "not-applicable",
"minorThresh" : "0",
"model" : "",
"monPolDn" : "",
"rev" : "0",
"ser" : "",
"status" : "",
"type" : "dimm",
"vendor" : "Cisco Systems, Inc."

}
}

}
]

}

例：JSON APIを使用した実行中のファームウェアの取得
This example shows how to query the APIC to determine which firmware images are running.

The detailed information on running firmware is contained in an object of class firmware:CtrlrRunning,
which is a child class (subtree) of the APIC firmware status container class firmware:CtrlrFwStatusCont.
Because there can be multiple running firmware instances (one per APIC instance), you can query the
container class and filter the response for the subtree of running firmware objects.

次に、APIクエリーメッセージの例を示します。

GET http://apic-ip-address/api/class/firmware:CtrlrFwStatusCont.json?
query-target=subtree
&
target-subtree-class=firmwareCtrlrRunning

正常な動作時には次のような応答本文が返されます。

{
"imdata" : [{

"firmwareCtrlrRunning" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"applId" : "3",
"childAction" : "",
"dn" : "Ctrlrfwstatuscont/ctrlrrunning-3",
"lcOwn" : "local",
"replTs" : "never",
"rn" : "",
"status" : "",
"ts" : "2012-12-31T16:00:00.000",
"type" : "ifc",
"version" : "1.1"

}
}

}, {
"firmwareCtrlrRunning" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
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"applId" : "1",
"childAction" : "",
"dn" : "ctrlrfwstatuscont/ctrlrrunning-1",
"lcOwn" : "local",
"replTs" : "never",
"rn" : "",
"status" : "",
"ts" : "2012-12-31T16:00:00.000",
"type" : "ifc",
"version" : "1.1"

}
}

}, {
"firmwareCtrlrRunning" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"applId" : "2",
"childAction" : "",
"dn" : "ctrlrfwstatuscont/ctrlrrunning-2",
"lcOwn" : "local",
"replTs" : "never",
"rn" : "",
"status" : "",
"ts" : "2012-12-31T16:00:00.000",
"type" : "ifc",
"version" : "1.1"

}
}

}
]

}

This response describes three running instances of APIC firmware version 1.1.

例：JSON APIを使用したトップレベルのシステム要素の取得
This example shows how to query the APIC to determine what system devices are present.

General information about the system elements (APICs, spines, and leafs) is contained in an object of
class top:System.

次に、APIクエリーメッセージの例を示します。

GET http://apic-ip-address/api/class/topSystem.json

正常な動作時には次のような応答本文が返されます。

{
"imdata" :
[{

"topSystem" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"address" : "10.0.0.32",
"childAction" : "",
"currentTime" : "2013-06-14T04:13:05.584",
"currentTimeZone" : "",
"dn" : "topology/pod-1/node-17/sys",
"fabricId" : "0",
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"id" : "17",
"inbMgmtAddr" : "0.0.0.0",
"lcOwn" : "local",
"mode" : "unspecified",
"name" : "leaf0",
"nodeId" : "0",
"oobMgmtAddr" : "0.0.0.0",
"podId" : "1",
"replTs" : "never",
"role" : "leaf",
"serial" : "FOX-270308",
"status" : "",
"systemUpTime" : "00:00:02:03"

}
}

}, {
"topSystem" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"address" : "10.0.0.1",
"childAction" : "",
"currentTime" : "2013-06-14T04:13:29.301",
"currentTimeZone" : "PDT",
"dn" : "topology/pod-1/node-1/sys",
"fabricId" : "0",
"id" : "1",
"inbMgmtAddr" : "0.0.0.0",
"lcOwn" : "local",
"mode" : "unspecified",
"name" : "apic0",
"nodeId" : "0",
"oobMgmtAddr" : "0.0.0.0",
"podId" : "0",
"replTs" : "never",
"role" : "apic",
"serial" : "",
"status" : "",
"systemUpTime" : "00:00:02:26"

}
}

}
]

}

This response indicates that the system consists of one APIC (node-1) and one leaf (node-17).

例：XML APIおよびOwnerTagを使用した監査ログ情報のアクションへ
の追加

This example shows how to use the ownerTag or ownerKey property to add custom audit log information
when an object is created or modified.

All configurable objects contain the properties ownerTag and ownerKey, which are user-configurable
string properties. When any configurable object is created or modified by a user action, an audit log record
object (aaa:ModLR) is automatically created to contain information about the change to be reported in
the audit log. The audit log record object includes a list (the changeSet property) of the configured object's
properties that were changed by the action. In the command to create or modify the configurable object,
you can add your own specific tracking information, such as a job ticket number or the name of the person
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making the change, to the ownerTag or ownerKey property of the configurable object.この追跡情報
は変更の詳細とともに監査ログレコード内に取り込まれます。

The ownerTag information will appear in the log only when the ownerTag contents have been changed.
To include the same information in a subsequent configuration change, you can clear the ownerTag
contents before making the next configuration change. This condition applies also to the ownerKey
property.

（注）

次の例では、ドメイン参照がテナント設定に追加されます。As part of the command, the operator's
name is entered as the ownerKey and a job number is entered as the ownerTag.

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

<fvTenant name=“ExampleCorp" ownerKey=“georgewa" ownerTag=“chg:00033">
<aaaDomainRef name=“ExampleDomain" ownerKey=“georgewa" ownerTag="chg:00033"/>

</fvTenant>

In this case, two aaa:ModLR records are generated — one for the fv:Tenant object and one for the
aaa:DomainRef object. Unless the ownerKey or ownerTag properties are unchanged from a previous
configuration, their new values will appear in the changeSet list of the aaa:ModLR records, and this
information will appear in the audit log record that reports this configuration change.

例：IPおよびMACアドレスによる XML取得エンドポイント（デバイ
ス）

fvCEpクラスは、ファブリックにアタッチされたエンドポイント（デバイス）および関連付け
られている IPおよびMACアドレス、および各オブジェクトのカプセル化のリストを取得する
ために使用できます。

手順

それぞれの IPアドレスとMACアドレスを持つエンドポイントのリストを取得するには、次の
例のように XMLクエリを使用します。

例：

GET https://apic-ip-address/api/node/class/fvCEp.xml

例: Monitoring REST APIを使用して
In the examples in this topic, the JSON and XML structures have been expanded with line feeds, spaces,
and indentations for readability.
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XMLの例:ファブリックでの障害の現在のリストを取得します。

You can use the faultInst class to derive all faults associated with the fabric, tenant, or individual managed
objects within the APIC.この例などと XMLのクエリを送信します。
GET https://apic-ip-address/api/node/class/faultInst.xml?
query-target-filter=and(eq(faultInst.cause,"config-failure"))

XMLの例:が失敗した設定によって引き起こされたファブリックでの障害の現在のリストを取
得します。

使用することも、 インストールの障害 と次の例などの XMLの障害が発生した設定によって
引き起こされた障害への応答を制限するフィルタとクラス。

GET https://apic-ip-address/api/node/class/faultInst.xml?
query-target-filter=and(e(stultification,"config-failure"))

XMLの例:特定の管理対象オブジェクト DNのプロパティを取得します。

次の例などの XMLで、テナント名のプロパティを取得するのに月クエリを使用できます。
GET https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/tn-common.xml?query-target=self

REST APIへのアクセス

REST APIへのアクセス

手順

By using a script or a browser-based REST client, you can send an API POST or GET message of the
form: https://apic-ip-address/api/api-message-url

初期設定時に設定したアウトオブバンド管理 IPアドレスを使用します。

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

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

（注）

APIの呼び出し
HTTP/1.1か HTTPS POST、GET、または DELETEメッセージを Application Policy Infrastructure
Controller（APIC）に送信することで、API機能を呼び出すことができます。POSTメッセージ
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の HTML本文には、MOまたは APIメソッドを記述する Javascript Object Notation（JSON）ま
たはXMLデータ構造が含まれます。応答メッセージのHTML本文は要求されたアクションが
要求されたデータ、確認、エラー情報が含まれる JSONまたは XML構造が含まれます。

応答構造のルート要素は imdataです。この要素は応答用のコンテナにすぎず、管理情報モデル
（MIM）のクラスではありません。

（注）

HTTP要求メソッドとコンテンツタイプの設定
APIコマンドとクエリーは、次の項で説明されるように、サポートされている HTTPまたは
HTTPSの要求メソッドとヘッダーフィールドを使用する必要があります。

セキュリティを確保するために、API通信のデフォルトモードとしてHTTPSのみがイネーブ
ルになります。HTTP、およびHTTPからHTTPSへのリダイレクションは必要に応じてイネー
ブルにすることができますが、安全性は低くなります。わかりやすくするために、このマニュ

アルではプロトコルコンポーネントおよびインタラクションの説明においてHTTPに言及して
います。

（注）

Request Methods

APIは次のように HTTP POST、GETおよび DELETEの要求メソッドをサポートしています。

• MOを作成または更新する APIコマンド、またはメソッドを実行する APIコマンドは、
HTTP POSTメッセージとして送信されます。

• MOのプロパティおよびステータスを読み取るAPIクエリー、またはオブジェクトを検出
する APIクエリーは、HTTP GETメッセージとして送信されます。

• MOを削除する APIコマンドは、HTTP POSTまたは DELETEメッセージとして送信され
ます。ほとんどの場合、POST操作でそのステータスを deletedに設定することでMOを削
除できます。

PUTなどの他の HTTPメソッドはサポートされません。

DELETEメソッドはサポートされていますが、HTTPヘッダには次のコマンドのみ表示される
可能性があります。 Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS

（注）

コンテンツタイプ

APIは、APIの要求または応答の HTML本文で JSONまたは XMLのデータ構造をサポートし
ています。使用する形式を示す .jsonまたは .xmlを URIパス名の末尾に付け加えることでコン
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テンツタイプを指定する必要があります。The HTTPContent-Type andAccept headers are ignored
by the API.

GUIを使用した HTTPおよび HTTPSの設定
この手順では、GUIおよび REST APIへアクセスするためのサポート対象の通信プロトコルを
設定します。

デフォルトでは、HTTPSだけがイネーブルです。必要に応じて、HTTPまたはHTTP-to-HTTPS
を明示的にイネーブルにし設定する必要があります。HTTPと HTTPSは共存できます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [Fabric Policies]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Pod Policies] > [Policies] > [Communication]を展開します。

ステップ 3 [Communication]で、デフォルトポリシーをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [HTTP]または [HTTPS]領域で、[Admin State]ドロップダウンリストから目
的の状態を選択してプロトコルをイネーブルまたはディセーブルにします。

ステップ 5 [HTTP]領域で、[Redirect]ドロップダウンリストから目的の状態を選択して HTTP-to-HTTPS
リダイレクションをイネーブルまたはディセーブルにします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

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。

始める前に

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。

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 KeyManagement] > [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。
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ステップ 4 [Create Certificate Authority]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] > [Key Rings] > [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] > [Key Rings] > [key_ring_name]の順に選択し
ます。
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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。

次のタスク

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。

APIセッションの認証と維持
APIにアクセスする前に、設定したユーザの名前とパスワードで最初にログインする必要があ
ります。

ログインメッセージが受け入れられると、APIは秒単位のセッションタイムアウト時間を含
むデータ構造と、セッションを表すトークンを返します。トークンは、HTTP応答ヘッダーに
Cookieとしても返されます。セッションを維持するために、セッションタイムアウト時間よ
り長い期間他のメッセージが送信されなかった場合は APIにログインリフレッシュメッセー
ジを送信する必要があります。トークンはセッションが更新されるたびに変わります。

デフォルトのセッションタイムアウト時間は 300秒、つまり 5分です。（注）

これらの APIメソッドにより、セッション認証を管理することができます。
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• aaaLogin；POSTメッセージとして送信し、このメソッドによりユーザーにログインし、
セッションを開きます。メッセージ本文には、名前とパスワードの属性を含む aaa:Userオ
ブジェクトが含まれ、応答にはセッショントークンと Cookieが含まれます。If multiple
AAA login domains are configured, you must prepend the user's name with apic:domain\\.

• aaaRefresh—Sent as a GET message with no message body or as a POST message with the aaaLogin
message body, this method resets the session timer.レスポンスには、新しいセッショントーク
ンと Cookieが含まれます。

• aaaLogout：POSTメッセージとして送信し、このメソッドはユーザをログアウトし、セッ
ションを閉じます。メッセージ本文には、name属性を持つ aaa:Userオブジェクトが含ま
れます。応答には、空のデータ構造が含まれます。

• aaaListDomains：GETメッセージとして送信し、このメソッドは有効なAAAログインド
メインのリストを返します。ログインせずにこのメッセージを送信できます。

JSONまたは XMLデータ構造を指定して、この構文を使用して認証方式を呼び出すことがで
きます。

{http|https}://host[:port]/api/methodName.{json|xml}

次に、JSONデータ構造を使用するユーザログインメッセージの例を示します。

POST https://apic-ip-address/api/aaaLogin.json

{
"aaaUser" : {
"attributes" : {
"name" : "georgewa",
"pwd" : "paSSword1"

}
}

}

次の例に、トークンと更新のタイムアウト時間を含む、ログイン成功時の応答の一部を示しま

す。

RESPONSE:
{
"imdata" : [{

"aaaLogin" : {
"attributes" : {
"token" :

"GkZl5NLRZJl5+jqChouaZ9CYjgE58W/pMccR+LeXmdO0obG9NB
Iwo1VBo7+YC1oiJL9mS6I9qh62BkX+Xddhe0JYrTmSG4JcKZ4t3
bcP2Mxy3VBmgoJjwZ76ZOuf9V9AD6Xl83lyoR4bLBzqbSSU1R2N
IgUotCGWjZt5JX6CJF0=",

"refreshTimeoutSeconds" : "300",
"lastName" : "Washington",
"firstName" : "George"

},
"children" : [{

...
[TRUNCATED]

...
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}

In the preceding example, the refreshTimeoutSeconds attribute indicates that the session timeout period
is 300 seconds.

次に、有効なログインドメインのリストを要求する例を示します。

GET https://apic-ip-address/api/aaaListDomains.json

RESPONSE:
{
"imdata": [{
"name": "ExampleRadius"

},
{
"name": "local",
"guiBanner": "San Jose Fabric"

}]
}

前の例では、応答データは2つの予想されるログインドメイン「ExampleRadius」および「local」
を示します。次に、ExampleRadiusログインドメインに対するユーザログインメッセージの
例を示します。

POST https://apic-ip-address/api/aaaLogin.json

{
"aaaUser" : {
"attributes" : {
"name" : "apic:ExampleRadius\\georgewa",
"pwd" : "paSSword1"

}
}

}

APIセッションに必要なチャレンジトークン
APIセッションのセキュリティをより強力にするために、セッションがチャレンジトークンを
使用するように要求することができます。ログイン時にこの機能を要求すると、APIにより
トークン文字列が返されるのでそれをAPIへのすべての後続メッセージに含める必要がありま
す。正常なセッショントークンとは異なり、チャレンジトークンは、ブラウザによって自動

的に提供されるCookieとして保存されません。APIコマンドとクエリーは、次の方法のいずれ
かを使用してチャレンジトークンを提供する必要があります。

•チャレンジトークンは、APIメッセージのURI内の「challenge」パラメータとして送信さ
れます。

•チャレンジトークンは、「APIC-challenge」を使用したHTTPまたはHTTPSヘッダーの一
部です。

チャレンジトークンを要求するセッションを開始するには、次の例に示すように、ログイン

メッセージに URIパラメータステートメント ?gui-token-request=yesを加えます。
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POST https://192.0.20.123/api/aaaLogin.json?gui-token-request=yes

応答メッセージの本文には、形式の属性 "urlToken":"token"が含まれ、tokenはチャレンジ

トークンを表す文字の長い文字列です。このセッション中のAPIへのすべての後続メッセージ
にはチャレンジトークンを含める必要があります。次に示す例では「challenge」URIパラメー
タとして送信されています。

GET https://192.0.20.123/api/class/aaaUser.json?challenge=fa47e44df54562c24fef6601dc...

次の例では、チャレンジトークンが HTTPヘッダーの「APIC-challenge」フィールドとしてど
のように送信されるかを示します。

GET //api/class/aaaUser.json
HTTP/1.1
Host: 192.0.20.123
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml,application/json
APIC-challenge: fa47e44df54562c24fef6601dcff72259299a077336aecfc5b012b036797ab0f
.
.
.

ログイン
You can log in to the APIC REST API by sending a valid username and password in a data structure to
the aaaLogin API method, as described in APIセッションの認証と維持（37ページ）.ログイン
成功後に、定期的にセッションを更新する必要があります。

次の例に、XMLおよび JSONを使用して管理者としてログインし、設定時にセッションを更
新し、ログアウトする方法を示します。

At this time, the aaaLogout method returns a response but does not end a session. Your session ends after
a refresh timeout when you stop sending aaaRefresh messages.

（注）

自分のユーザクレデンシャルの変更

APICにログインすると、パスワード、SSHキー、X.509証明書などの、自分のユーザクレデ
ンシャルを変更できます。次の APIメソッドが、ログインしたユーザのユーザクレデンシャ
ルの変更用に提供されています。

• changeSelfPassword

• changeSelfSshKey

• changeSelfX509Cert
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これらのメソッドを使用して、自分がログインするアカウントのクレデンシャルだけを変更で

きます。

（注）

各メソッドのメッセージ本文には変更されるオブジェクトのプロパティが含まれています。

The properties are shown in the『Cisco APIC Management Information Model Reference』.

パスワードの変更

パスワードを変更するには、aaa:changePasswordオブジェクトを変更する

changeSelfPasswordAPIメソッドを送信します。次のオブジェクトプロパティがメッセー
ジ本文に必要です。

• userName：ログイン ID。

• oldPassword：現在のパスワード。

• newPassword：新しいパスワード。

この例では、User1によって送信されると、User1のパスワードが変更されます。

POST http://192.0.20.123/api/changeSelfPassword.json

{
"aaaChangePassword" : {
"attributes" : {
"userName" : "User1",
"oldPassword" : "p@$sw0rd",
"newPassword" : "dr0ws$@p"

}
}

}

この例のように、正常に動作すると、空の imdata要素が返されます。

{
"totalCount" : "0",
"imdata" : []

}

SSHキーの変更

SSHキーを変更するには、aaa:changeSshKeyオブジェクトを変更する changeSelfSshKey
APIメソッドを送信します。次のオブジェクトプロパティがメッセージ本文に必要です。

• userName：ログイン ID。

• name：キーのシンボリック名。APICはシングルユーザで最大 32の SSHキーをサポート
しています。

• data：新しい SSHキー。
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この例では、User1によって送信されると、User1の SSHキーが変更されます。

POST http://192.0.20.123/api/changeSelfSshKey.json

{
"aaaChangeSshKey" : {
"attributes" : {
"userName" : "User1",
"name" : "A",
"data" : "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAuKxY5E4we6uCR2z== key@example.com"

}
}

}

正常に動作すると、空の imdata要素が返されます。

X.509証明書の変更

X.509証明書を変更するには、aaa:changeX509Certオブジェクトを変更する

changeSelfX509CertAPIメソッドを送信します。次のオブジェクトプロパティがメッセー
ジ本文に必要です。

• userName：ログイン ID。

• name：証明書のシンボリック名。APICはシングルユーザで最大 32の X.509証明書をサ
ポートします。

• data：新しい X.509証明書のデータ本文全体。

この例では、User1によって送信されると、User1の X.509証明書が変更されます。

POST http://192.0.20.123/api/changeSelfX509Cert.json

{
"aaaChangeX509Cert" : {
"attributes" : {
"userName" : "User1",
"name" : "A",
"data" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIIE2TCCA8GgAwIBAgIKamlnsw

[EXAMPLE TRUNCATED]

1BCIolblPFft6QKoSJFjB6thJksaE5/k3Npf\n-----END CERTIFICATE-----"
}

}
}

正常に動作すると、空の imdata要素が返されます。

SSHキーまたは X.509証明書の削除

キーまたは証明書を削除するには、削除するキーまたは証明書の名前を指定し、データ属性を

空白にして、キーまたは証明書の変更メソッドを送信します。

この例では、User1によって送信されると、User1の SSHキーが削除されます。
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POST http://192.0.20.123/api/changeSelfSshKey.json

{
"aaaChangeSshKey" : {
"attributes" : {
"userName" : "User1",
"name" : "A",
"data" : ""

}
}

}

正常に動作すると、空の imdata要素が返されます。

REST APIツール

管理情報モデルのリファレンス

管理情報モデル（MIM）には、システム内のすべての管理対象オブジェクトとそのプロパティ
が含まれます。For details, see the Cisco APIC Management Information Model Reference Guide.

MIT内のオブジェクトを検索するために管理者がどのようにMIMを使用できるかに関する例
については、次の図を参照してください。
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図 3 : MIMリファレンス
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GUI内の API交換の表示
APICグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）でタスクを実行すると、GUIは内部 API
メッセージを作成してタスクを実行するためのオペレーティングシステムに送信します。APIC
の組み込み型ツールである APIインスペクタを使用して、これらの APIメッセージを表示お
よびコピーできます。ネットワーク管理者は、主要操作を自動化するためにこれらのメッセー

ジを複製したり、APIを使用する外部アプリケーションを開発するためにこれらのメッセージ
を例として使用できます。.

手順

ステップ 1 APIC GUIにログインします。

ステップ 2 APICウィンドウの右上隅で、「welcome, <name>」メッセージをクリックしてドロップダウン
リストを表示します。

ステップ 3 ドロップダウンリストで、[Show API Inspector]を選択します。

[API Inspector]が新しいブラウザウィンドウで開きます。

ステップ 4 [API Inspector]ウィンドウの [Filters]ツールバーで、表示する APIログメッセージのタイプを
選択します。

表示されたメッセージは選択されたメッセージのタイプに応じて色分けされます。次のテーブ

ルに、使用可能なメッセージタイプを表示します。

説明名前

トレースメッセージを表示します。trace

デバッグメッセージを表示します。このタイプには、ほとんどのAPIコマン
ドと応答が含まれます。

debug

情報メッセージを表示します。info

警告メッセージを表示します。warn

エラーメッセージを表示します。error

重大メッセージを表示します。fatal

このチェックボックスをオンにすると、他のチェックボックスすべてがオン

になります。他のチェックボックスのいずれかをオフにすると、このチェッ

クボックスもオフになります。

all

ステップ 5 [Search]ツールバーで、正確な文字列に対し表示されるメッセージまたは正規表現で表示され
るメッセージを検索できます。

次の表に、検索のコントロールを示します。
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説明名前

このテキストボックスに、直接検索の文字列を入力するか、または regex検
索の正規表現を入力します。入力に応じて、ログリストの最初に一致した

フィールドが強調表示されます。

検索

[Search]テキストボックスの内容を削除するには、このボタンをクリックし
ます。

Reset

[Search]テキストボックスの内容を検索の正規表現として使用するには、こ
のチェックボックスをオンにします。

Regex

検索で大文字と小文字が区別されるようにするには、このチェックボックス

をオンにします。

Match case

検索を無効にし、ログリストの検索一致結果の強調表示をクリアするには、

このチェックボックスをオンにします。

Disable

ログリストを次の一致したエントリまでスクロールするには、このボタンを

クリックします。このボタンは、検索がアクティブである場合にのみ表示さ

れます。

Next

ログリストを前の一致したエントリまでスクロールするには、このボタンを

クリックします。このボタンは、検索がアクティブである場合にのみ表示さ

れます。

Previous

一致しない行を非表示にするには、このチェックボックスをオンにします。

このチェックボックスは、検索がアクティブである場合にのみ表示されます。

Filter

すべての一致したフィールドを強調表示するには、このチェックボックスを

オンにします。このチェックボックスは、検索がアクティブである場合にの

み表示されます。

Highlight all

ステップ 6 [Options]ツールバーで、表示されるメッセージを並べ替えることができます。

次の表に、使用可能なオプションを示します。

説明名前

ロギングをイネーブルにするには、このチェックボックスをオンにします。Log

ログリストの水平スクロールを無効にするために行の折り返しをイネーブル

にするには、このチェックボックスをオンにします。

Wrap

ログエントリを逆の時系列で表示するには、このチェックボックスをオンに

します。

Newest at the
top

最新のログエントリに迅速にスクロールするには、このチェックボックスを

オンにします。

Scroll to latest

ログリストを削除するには、このボタンをクリックします。Clear
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説明名前

APIインスペクタを閉じるには、このボタンをクリックします。Close

例

次の例では、APIインスペクタウィンドウの 2つのデバッグメッセージを示します。

13:13:36 DEBUG - method: GET url: http://192.0.20.123/api/class/infraInfra.json
response: {"imdata":[{"infraInfra":{"attributes":{"instanceId":"0:0","childAction":"",
"dn":"uni/infra","lcOwn":"local","name":"","replTs":"never","status":""}}}]}

13:13:40 DEBUG - method: GET url: http://192.0.20.123/api/class/l3extDomP.json?
query-target=subtree&subscription=yes
response: {"subscriptionId":"72057598349672459","imdata":[]}

ブラウザのアドオンを使用した APIのテスト

ブラウザの使用

API要求をテストするために、ブラウザのアドオンユーティリティを使用してHTTPメッセー
ジを構築し、それを送信し、応答を検査できます。最も一般的なブラウザのアドオンとして利

用可能な RESTful APIクライアントでは、APIとの対話に使いやすいインターフェイスが提供
されます。クライアントには次のものが含まれます。

• Firefox/Mozilla用：Poster、RESTClient

• Chrome用：高度な RESTクライアント、Postman

ブラウザのアドオンでは、ペイロードデータ構造にトークンを含める必要がないように、セッ

ショントークンが Cookieとして渡されます。

cURLによる APIのテスト
URL構文を使用してファイルを転送するツールであるcURLを使用して、コンソールまたはコ
マンドラインスクリプトから APIメッセージを送信できます。

POSTメッセージを送信するには、JSONまたは XMLコマンドの本文を含むファイルを作成
し、次の形式で cURLコマンドを入力します。

curl -X POST --data "@<filename>" <URI>

ディスクリプタファイルの名前と API操作の URIを指定する必要があります。
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ディスクリプタファイル名の前に「@」記号を必ず入力してください。（注）

次に、ファイル「newtenant.json」で JSONデータ構造を使用して、ExampleCorpという名前の
新しいテナントを作成する例を示します。

curl -X POST --data "@newtenant.json"
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.json

GETメッセージを送信するには、次の形式で cURLコマンドを入力します。

curl -X GET <URI>

次に、JSON形式でテナントに関する情報を読み取る例を示します。

curl -X GET https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.json

cURLでテストするときは、APIにログインし、認証トークンを保存し、トークンを後続のAPI
操作に含める必要があります。

（注）

関連トピック

例：cURLによる JSON APIを使用したユーザの追加

『Cisco APIC Python SDK
Python APIは Pythonプログラミングインターフェイスを基盤のREST APIに提供することで、
APICおよびネットワークを制御する独自のアプリケーションを展開することが可能になり、
インフラストラクチャの自動化、管理、プログラミング性をより柔軟にできます。

Python APIは、Pythonバージョン 2.7をサポートしています。

詳細については、「Cisco APIC Python Sdk」、「Cisco APIC Python SDKのインストール」、
「http://www.python-requests.org」を参照してください。

管理オブジェクトブラウザの使用

Managed Object Browser、つまり Visoreは、APICに組み込まれたユーティリティで、ブラウザ
を使用した管理対象オブジェクト（MO）のグラフィカル表示が提供されます。Visoreユーティ
リティは、APIC REST APIクエリーメソッドを使用してアプリケーションセントリックイン
フラストラクチャファブリック内でアクティブなMOを参照するので、ユーザは情報を取得
するために使用されたクエリーを確認できます。Visoreユーティリティは、設定を行うために
は使用できません。
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Firefox、Chromeおよび Safariブラウザでのみ、Visoreアクセスがサポートされます。（注）

Visoreのブラウザページ

[Filter]領域

フィルタ形式は大文字と小文字が区別されます。This area supports all simple APIC REST API
query operations.

説明名前

管理対象オブジェクトのオブジェクトクラス名または完全な

識別名。

[Class or DN]フィールド

結果をフィルタリングする管理対象オブジェクトのプロパ

ティ。[Property]フィールドを空のままにすると、検索では特
定のクラスのインスタンスすべてが返されます。

[Property]フィールド

結果をフィルタリングするプロパティの値の演算子。有効な

演算子は次のとおりです。

• ==（等しい）

• !=（等しくない）

• <（より小さい）

• >（より大きい）

• ≤（以下）

• ≥（以上）

•間

• wildcard

• anybit

• allbits

[Op]ドロップダウンリスト

フィルタリングするプロパティの初期値。[Val1]フィールド

フィルタリングする 2番目の値。[Val2]フィールド

[Display XML of Last Query]リンク

The Display XML of last query link displays the full APIC REST API translation of the most recent
query run in Visore.
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[Results]領域

クエリーは URLで符号化されるため、ブラウザにクエリー結果のページをブックマークして
再度表示できます。

Many of the managed objects are only used internally and are not generally applicable to APIC REST
API program development.

（注）

説明名前

個別の管理対象オブジェクトのインスタンスを切り離し、そ

の下のオブジェクトのクラス名を表示します。

桃色の背景

管理対象オブジェクトのプロパティ名を示します。青色および緑色の背景

プロパティ名の値を示します。黄色およびベージュ色の背景

オブジェクトモデルの各管理対象オブジェクトの絶対アドレ

ス。

[dn]プロパティ

クリックすると、そのdnのすべての管理対象オブジェクトが
表示されます。

[dn]リンク

クリックすると、そのクラスのすべての管理対象オブジェク

トが表示されます。

Class name link

クリックすると、管理対象オブジェクトの親オブジェクトに

移動します。

←

クリックすると、管理対象オブジェクトの子オブジェクトに

移動します。

→

管理対象オブジェクトのXML APIドキュメントにリンクしま
す。

疑問符

Visoreへのアクセス

手順

ステップ 1 サポートされているブラウザを開き、APICの URLとその後に /visore.htmlを入力します。

例：

https://apic-ip-address/visore.html

Cisco APIC REST API設定ガイド
50

パート 1: Cisco APIC REST APIの使用方法のガイドライン

Visoreへのアクセス



ステップ 2 プロンプトが表示されたら、APIC CLIまたは GUIユーザインターフェイスへのログインと同
じクレデンシャルを使用してログインします。

読み取り専用アカウントを使用できます。

Visoreでのクエリーの実行

手順

ステップ 1 [Class or DN]テキストボックスにMOのクラスまたは DN名を入力します。

ステップ 2 （任意） [Property]テキストボックスにMOのプロパティを入力し、[Op]テキストボックス
に演算子を入力し、[Val1]および [Val2]テキストボックスに 1個または 2個の値を入力するこ
とでクエリーをフィルタリングすることができます。

ステップ 3 [Run Query]をクリックします。

Visoreによってクエリーが APICに送信され、要求されたMOが表形式で表示されます。

ステップ 4 （任意）クエリーを実行した APIコールを表示するには、[Display URI of last query]リンクを
クリックします。

ステップ 5 （任意）クエリーからの API応答データ構造を表示するには、[Display last response]リンクを
クリックします。

ステップ 6 （任意）表示されたMOの親および子クラスを取得するには、MO説明テーブルの [dn]フィー
ルドで [<]および [>]アイコンをクリックします。

[>]をクリックすると、MOの子用のクエリーがAPICに送信されます。[<]をクリックすると、
MOの親用のクエリーが送信されます。

ステップ 7 （任意）MOの統計情報、障害、または動作状態情報を表示するには、MO説明テーブルの
[dn]フィールドで追加のアイコンをクリックします。
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第 II 部

パート 2:一般的な APICタスク REST APIを
使用して

• REST APIを使用した APICの管理（55ページ）
•ロール、ユーザー、署名ベースのトランザクションの管理（81ページ）
•共通のテナントタスク（93ページ）
• Managing Layer 2 Networking（97ページ）
•レイヤ 3ネットワーキングの管理（103ページ）
• REST APIを使用してのモニタリング（115ページ）
• REST APIを使用したトラブルシューティング（127ページ）





第 2 章

REST APIを使用した APICの管理

•管理アクセスの追加（55ページ）
•コンフィギュレーションファイルの管理（65ページ）
•スナップショットおよびロールバック（72ページ）
•設定ゾーンの使用（75ページ）

管理アクセスの追加

インバンドおよびアウトオブバンド管理アクセス

管理テナントでは、ファブリック管理機能へのアクセスを設定するための便利な方法が提供さ

れます。APICを介してファブリック管理機能にアクセスできると同時に、インバンドおよび
アウトオブバンドのネットワークポリシー経由で直接アクセスすることもできます。

スタティック管理アクセスについて

スタティックインバンドおよびアウトオブバンド管理接続の設定は、ダイナミックインバン

ドおよびアウトオブバンド管理接続の設定より簡単です。インバンドスタティック管理を設定

する際に、各ノードの IPアドレスを指定し、一意の IPアドレスを割り当てることを確認する
必要があります。ユーザがいくつかのリーフとスパインスイッチの IPアドレスを管理する単
純な展開、スタティック管理アクセスの設定は簡単です。さらに複雑な展開では、多くの IP
アドレスの管理を必要とするリーフとスパインスイッチの数が多いを持っているのスタティッ

ク管理アクセスは推奨されません。自動的に IPアドレスの重複を回避するダイナミック管理
アクセスを設定することをお勧めします。
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•インバンドまたはアウトオブバンドのいずれかのスタティックを設定することをお勧め管
理またはインバンドおよびアウトオブバンドの動的な管理します。自分の導入では、2つ
の方法を組み合わせて使用しません。

•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。

•管理契約のフィルタでログ directiveを使用することはサポートされていません。ログ
directiveを設定すると、ゾーン分割ルールの展開エラーが発生します。

（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 Static Management 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。

例：

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

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/uni.xml -->
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<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>
</infraInfra>

</polUni>
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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">
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<infraNodeBlk name="all" from_="1" to_="3"/>
<mgmtRsGrp tDn="uni/infra/funcprof/grp-apic"/>

</mgmtNodeGrp>

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

</mgmtNodeGrp>

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

</mgmtInBZone>
</mgmtGrp>

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

</mgmtInBZone>
</mgmtGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>

</polUni>

IPv6のダイナミックアドレスプールはサポートされていません。（注）

REST APIを使用した静的インバンド管理アクセスの設定

手順

ステップ 1 VLANネームスペースを作成します。

例：

<?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：

<?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：

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

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

</infraNodeP>

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

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

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

</infraAccPortP>

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

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

</infraNodeP>

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

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

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

</infraAccPortP>

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

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>

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

</infraAttEntityP>
</infraInfra>

</polUni>
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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：

<?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="<subnet_ip_address>"/>

</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 スタティックインバンド管理 IPアドレスを作成し、ノード IDに割り当てます。

例：

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<mgmtMgmtP name="default">
<mgmtInB name="default">
<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-101"

addr="<ip_address_1>"
gw="<gw_address>”

v6Addr = “<ip6_address_1>”
v6Gw = “<ip6_gw_address>"/>

<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-102"
addr="<ip_address_2>"
gw="<gw_address>”

v6Addr = “<ip6_address_2>"
v6Gw = “<ip6_gw_address>"/>

<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-103"
addr="<ip_address_3>"
gw="<gw_address>”

v6Addr = “<ip6_address_3>"
v6Gw = “<ip6_gw_address>"/>

<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-104"
addr="<ip_address_4>"
gw="<gw_address>”

v6Addr = “<ip6_address_4>"
v6Gw = “<ip6_gw_address>"/>

<mgmtRsInBStNode tDn="topology/pod-1/node-105"
addr="<ip_address_5>"
gw="<gw_address>”

v6Addr = “<ip6_address_5>"
v6Gw = “<ip6_gw_address>"/>

</mgmtInB>
</mgmtMgmtP>
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</fvTenant>
</polUni>

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。

始める前に

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

</mgmtInstP>
</mgmtExtMgmtEntity>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 4 管理アドレスプールを作成します。

例：

POST https://apic-ip-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）

Cisco APIC REST API設定ガイド
63

パート 2:一般的な APICタスク REST APIを使用して

REST APIを使用したアウトオブバンド管理アクセスの設定



REST APIを使用したスタティックアウトオブバンド管理アクセスの設
定

始める前に

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：

<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：

<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：

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

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

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

</mgmtInstP>
</mgmtExtMgmtEntity>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 4 スタティックアウトオブバンド管理 IPアドレスを作成し、ノード IDに割り当てます。
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IPアドレスのチェック

例：

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">
<mgmtMgmtP name="default">
<mgmtOoB name="default">
<mgmtRsOoBStNode tDn="topology/pod-1/node-101"

addr="<ip_address_1>"
gw="<gw_address>"/>

<mgmtRsOoBStNode tDn="topology/pod-1/node-102"
addr="<ip_address_2>"
gw="<gw_address>"/>

<mgmtRsOoBStNode tDn="topology/pod-1/node-103"
addr="<ip_address_3>"
gw="<gw_address>"/>

</mgmtOoB>
</mgmtMgmtP>

</fvTenant>
</polUni>

コンフィギュレーションファイルの管理

概要

このトピックでは、次の情報を提供します。

• CiscoAPIC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。定期的に設定のバックアップとエクスポートを行うか、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れば、後で以下の CLI、REST API、および GUI用の手順を使用してこ
の設定を復元できます。

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、『CiscoApplication
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。
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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

•不合格

• 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

About Configuration Export to Controllers
Configuration export extracts user-configurable managed object (MO) trees from all 32 shards in the
cluster, writes them into separate files, then compresses them into a tar gzip file. The configuration export
then uploads the tar gzip file to a preconfigured remote location (configured through configRsRemotePath
pointing to a fileRemotePath object) or stores it as a snapshot on the controller(s).
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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—Policy name.

• format—Format in which the data is stored inside the exported archive (xml or json).

• targetDn—The domain name (DN) of the specific object you want to export. (空白にするとすべ
て。)

• snapshot—When true, the file is stored on the controller; no remote location configuration is needed.

• includeSecureFields—Set to true by default, this indicates whether the encrypted fields (passwords,
etc.) should be included in the export archive.

The configSnapshot object is created holding the information about this snapshot. (「スナップショッ
ト」の項を参照してください)。

（注）

エクスポートのスケジューリング

An export policy can be linked with a scheduler, which triggers the export automatically based on a
preconfigured schedule.これはで行います、 configRsExportScheduler をポリシーからの関係を
trigSchedP オブジェクト。(例 Configuration]セクションを参照してください)。

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）

コントローラへの設定のインポートについて

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—Policy name

• fileName—Name of the archive file (not the path file) to be imported

• 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。
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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

•交換:現在の system configuration(システム設定、システム構成)がまたはの内容をイン
ポートするアーカイブに置き換えられます。(アトミックモードのみがサポートされ
ます。)

•マージ：何も削除されず、AND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—When true, the file is taken from the controller and no remote location configuration is
needed.

• failOnDecryptErrors—(true by default) The file fails to import if the archive was encrypted with
a different key than the one that is currently set up in the system.

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.
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設定ファイルの暗号化

リリース1.1(2)以降では、AES-256暗号化を有効にすることによりAPIC設定ファイルのセキュ
アプロパティを暗号化できます。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、Cisco
Application Centric Infrastructure Fundamentals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に
は、AESパスフレーズのハッシュが表示されます。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、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。
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•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、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）

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（Username）]

•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）

設定例

以下に設定サンプルを示します。
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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" />

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、REST API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" />

REST APIを使用したコントローラに設定ファイルエクスポートを設定
する

始める前に

リモートパスおよびスケジューリングポリシーを作成します。

リモートロケーションを提供する時、Trueにスナップショットを設定している場合、バック

アップではリモートパスを無視して、コントローラにファイルを保存します。

（注）

手順

次の例のように、 XMLで POST要求を送信して設定エクスポートポリシーを作成します。

例：

<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>

REST APIを使用した設定ファイルインポートポリシーの設定

手順

設定ファイルインポートポリシーを設定し、次の例のように XMLで POST送信します。
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例：

<configImportP name="policy-name" fileName="someexportfile.tgz" importMode="atomic"
importType="replace" snapshot="false" adminSt="triggered">

<configRsRemotePath tnFileRemotePathName="some remote path name" />
</configImportP>

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"/>

スナップショットおよびロールバック

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。

[管理] > [インポート/エクスポート] > [エクスポートポリシー] > [設定] > [defaultAuto]に保存
される定期的なスナップショットを作成できます。

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）

Cisco APIC REST API設定ガイド
72

パート 2:一般的な APICタスク REST APIを使用して

REST APIを使用した設定ファイルの暗号化



スナップショットをインポートするには、最初にインポートポリシーを作成します。[管理] >
[インポート/エクスポート]に移動し、[インポートポリシー]をクリックします。右クリック
し、[設定のインポートポリシーの作成]を選択して、インポートポリシーの属性を設定しま
す。

ロールバックについて

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。管理対象オブジェクト（MO）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.

•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でのみ動作します。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のデータを使用する場合は、ロールバックのデータからスナップ

ショットを作成するスナップショットマネージャを使用します。ポリシーでは、リモートパ

ス設定は不要です。

（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
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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

REST APIを使用したアップロードおよびダウンロード
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。

始める前に

リモートで保存されているアーカイブをセットアップします。

手順

スナップショットポリシーをアップロードまたはダウンロードするには、XMLで POST要求
を次のように送信します。

例：

<configSnapshotManagerP name="policy-name" fileName="someexportfile.tgz"
mode="upload|download" adminSt="triggered">

<configRsRemotePath tnFileRemotePathName="some remote path name" />
</configSnapshotManagerP>

設定と、REST APIを使用して、コンフィギュレーションのロールバッ
クの実行

始める前に

ロールバックポリシーとスナップショットを作成します。
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手順

ロールバックの実行の設定と、XMLで POST要求を次のようを送信します。

例：

<configRollbackP name="policy-name" snapshotOneDn="dn/of/snapshot/one"
snapshotOneDn="dn/of/snapshot/two" preview="false" adminSt="triggered" />

設定ゾーンの使用

設定ゾーン

設定ゾーンはACIファブリックを複数のゾーンに分割します。これらのゾーンは、別々のタイ
ミングで設定を変更をして更新することができます。これにより、障害のある設定がファブ

リック全体に導入されるリスクが限定され、トラフィックが中断したり、さらにはファブリッ

クがダウンしたりする可能性が抑えられます。管理者は、あまり重要ではないゾーンに設定を

導入した後に、適切であることを確認してから重要なゾーンに導入することができます。

設定ゾーンの動作は次のポリシーによって指定します、

• infrazone:ZonePは、システムアップグレードに自動的に作成されます。削除または変更
することはできません。

• infrazone:Zone 1つ以上のポッドグループが含まれています ( PodGrp )または 1つまた
は複数のノードグループ ( NodeGrp )。

選択できるだけ PodGrp または NodeGrp ;両方を選択すること
はできません。

（注）

ノードは 1個のゾーン（infrazone:Zone）だけに所属できますNodeGrpには、名前および

導入モードという 2つのプロパティがあります。導入モードプロパティは次のとおりで
す。

• enabled - Pending updates are sent immediately.

• disabled - New updates are postponed.

disabledの設定ゾーンでは、ノードのアップグレード、ダウング
レード、コミッション、デコミッションは行わないでください。

（注）
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• triggered：保留中の更新がただちに送信され、導入モードが triggeredへの変更前の

値に自動的にリセットされます。

所定のノードセットでポリシーを作成、変更、または削除されると、ポリシーが導入されてい

る各ノードに更新が送信されます。ポリシーのクラスと infrazone設定に基づいて、次のよう

な処理が行われます。

• infrazone設定に従わないポリシーの場合、APICがすべてのファブリックノードにただ
ちに更新を送信します。

• infrazone設定に従うポリシーの場合は、infrazone設定に従って更新が続行します。

•ノードがinfrazone:Zoneに含まれている場合、更新は、ゾーンの導入モードが有効に

設定されていればただちに送信されます。それ以外では更新は保留になります。

•ノードがinfrazone:Zoneに含まれている場合は、すぐに更新が実行されます。これは

ACIファブリックのデフォルトの動作です。

設定ゾーンのサポート対象ポリシー

設定ゾーンでは次のポリシーがサポートされています。

analytics:CfgSrv
bgp:InstPol
callhome:Group
callhome:InvP
callhome:QueryGroup
cdp:IfPol
cdp:InstPol
comm:Pol
comp:DomP
coop:Pol
datetime:Pol
dbgexp:CoreP
dbgexp:TechSupP
dhcp:NodeGrp
dhcp:PodGrp
edr:ErrDisRecoverPol
ep:ControlP
ep:LoopProtectP
eqptdiagp:TsOdFabP
eqptdiagp:TsOdLeafP
fabric:AutoGEp
fabric:ExplicitGEp
fabric:FuncP
fabric:HIfPol
fabric:L1IfPol
fabric:L2IfPol
fabric:L2InstPol
fabric:L2PortSecurityPol
fabric:LeCardP
fabric:LeCardPGrp
fabric:LeCardS
fabric:LeNodePGrp
fabric:LePortP
fabric:LePortPGrp
fabric:LFPortS
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fabric:NodeControl
fabric:OLeafS
fabric:OSpineS
fabric:PodPGrp
fabric:PortBlk
fabric:ProtGEp
fabric:ProtPol
fabric:SFPortS
fabric:SpCardP
fabric:SpCardPGrp
fabric:SpCardS
fabric:SpNodePGrp
fabric:SpPortP
fabric:SpPortPGrp
fc:DomP
fc:FabricPol
fc:IfPol
fc:InstPol
file:RemotePath
fvns:McastAddrInstP
fvns:VlanInstP
fvns:VsanInstP
fvns:VxlanInstP
infra:AccBaseGrp
infra:AccBndlGrp
infra:AccBndlPolGrp
infra:AccBndlSubgrp
infra:AccCardP
infra:AccCardPGrp
infra:AccNodePGrp
infra:AccPortGrp
infra:AccPortP
infra:AttEntityP
infra:CardS
infra:ConnFexBlk
infra:ConnFexS
infra:ConnNodeS
infra:DomP
infra:FexBlk
infra:FexBndlGrp
infra:FexGrp
infra:FexP
infra:FuncP
infra:HConnPortS
infra:HPathS
infra:HPortS
infra:LeafS
infra:NodeBlk
infra:NodeGrp
infra:NodeP
infra:OLeafS
infra:OSpineS
infra:PodBlk
infra:PodGrp
infra:PodP
infra:PodS
infra:PolGrp
infra:PortBlk
infra:PortP
infra:PortS
infra:PortTrackPol
infra:Profile
infra:SHPathS
infra:SHPortS
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infra:SpAccGrp
infra:SpAccPortGrp
infra:SpAccPortP
infra:SpineP
infra:SpineS
isis:DomPol
l2ext:DomP
l2:IfPol
l2:InstPol
l2:PortSecurityPol
l3ext:DomP
lacp:IfPol
lacp:LagPol
lldp:IfPol
lldp:InstPol
mcp:IfPol
mcp:InstPol
mgmt:NodeGrp
mgmt:PodGrp
mon:FabricPol
mon:InfraPol
phys:DomP
psu:InstPol
qos:DppPol
snmp:Pol
span:Dest
span:DestGrp
span:SpanProv
span:SrcGrp
span:SrcTargetShadow
span:SrcTargetShadowBD
span:SrcTargetShadowCtx
span:TaskParam
span:VDest
span:VDestGrp
span:VSpanProv
span:VSrcGrp
stormctrl:IfPol
stp:IfPol
stp:InstPol
stp:MstDomPol
stp:MstRegionPol
trig:SchedP
vmm:DomP
vpc:InstPol
vpc:KAPol

REST APIを使用した設定ゾーンの作成

始める前に

この手順では、REST APIを使用して設定ゾーンを作成する方法について説明します。

手順

下の例のように、REST APIリーフスイッチまたはポッドを使用して設定ゾーンを作成しま
す。
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例：

リーフスイッチを使用した設定ゾーンの作成

<infraInfra>
<infrazoneZoneP name="default">
<infrazoneZone name="Group1" deplMode="disabled">
<infrazoneNodeGrp name="nodeGroup">
<infraNodeBlk name="nodeblk1" from_=101 to_=101/>
<infraNodeBlk name="nodeblk2" from_=103 to_=103/>
</infrazoneNodeGrp>
</infrazoneZone>
<infrazoneZone name="Group2" deplMode="enabled">
<infrazoneNodeGrp name="nodeGroup2">
<infraNodeBlk name="nodeblk" from_=102 to_=102/>
</infrazoneNodeGrp>
</infrazoneZone>
</infrazoneZoneP>
</infraInfra>

例：

ポッドを使用した設定ゾーンの作成

<infraInfra>
<infrazoneZoneP name="default">

<infrazoneZone name="testZone" descr="testZone-Description" deplMode="enabled">
<infrazonePodGrp name="podGroup1">

<infraPodBlk name="group1" from_=101 to_=101/>
<infraPodBlk name="group2" from_=103 to_=103/>

</infrazonePodGrp>
<infrazonePodGrp name="podGroup2">

<infraPodBlk name="group" from_=102 to_=102/>
</infrazonePodGrp>

</infrazoneZone>
</infrazoneZoneP>

</infraInfra>
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第 3 章

ロール、ユーザー、署名ベースのトランザ

クションの管理

• APICのロールとユーザーの管理（81ページ）
• APIC署名ベースのトランザクション（87ページ）

APICのロールとユーザーの管理

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。

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。

• aaaSessionLR MO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）

•セッションの時間と長さ
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•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）

aaaModLR MOと aaaSessionLR MO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 aaaSessionLR MO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。

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
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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 Infrastructure Controller
(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。

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。

セキュリティドメインのパスワード強度パラメータは、[CustomConditions]を作成するか、ま
たは提供されている [Any Three Conditions]を選択して設定できます。

（注）

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
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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。

REST APIを使用したカスタムロールの設定

手順

カスタムロールを設定するには、次の例のように XMLで POST要求を送信します。

例：

<aaaRoleresetToFactory="no"

priv="aaa,access-connectivity-l1,access-connectivity-l2,access-connectivity-l3,access-connectivity-mgmt,

access-connectivity-util,access-equipment,access-protocol-l1,access-protocol-l2,access-protocol-l3,access-protocol-mgmt,

access-protocol-ops,access-protocol-util,access-qos,fabric-connectivity-l1,fabric-connectivity-l2,

fabric-connectivity-l3,fabric-connectivity-mgmt,fabric-connectivity-util,fabric-equipment,

fabric-protocol-l1,fabric-protocol-l2,fabric-protocol-l3,fabric-protocol-mgmt,fabric-protocol-ops,
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fabric-protocol-util,nw-svc-device,nw-svc-devshare,nw-svc-policy,ops,tenant-connectivity-l1,

tenant-connectivity-l2,tenant-connectivity-l3,tenant-connectivity-mgmt,tenant-connectivity-util,

tenant-epg,tenant-ext-connectivity-l1,tenant-ext-connectivity-l2,tenant-ext-connectivity-l3,

tenant-ext-connectivity-mgmt,tenant-ext-connectivity-util,tenant-ext-protocol-l1,tenant-ext-protocol-l2,

tenant-ext-protocol-l3,tenant-ext-protocol-mgmt,tenant-ext-protocol-util,tenant-network-profile,

tenant-protocol-l1,tenant-protocol-l2,tenant-protocol-l3,tenant-protocol-mgmt,tenant-protocol-ops,

tenant-protocol-util,tenant-qos,tenant-security,vmm-connectivity,vmm-ep,vmm-policy,vmm-protocol-ops,

vmm-security" ownerTag="" ownerKey="" name="tenant-admin"
dn="uni/userext/role-tenant-admin" descr=""/>

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。

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>
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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）

3.1 (1)のリリース以降、サーバモニタリングは RADIUS、TACACS +、LDAP、および RSAを
介して設定され、個別のAAAサーバがアクティブかを判断できます。サーバモニタリング機
能は、サーバがアクティブかどうか確認するためそれぞれのプロトコルのログインを使用しま

す。たとえば、LDAPサーバは ldap lログインを使用し、Radiusサーバはサーバがアクティブ
か判断するサーバモニタリング機能を持つ radiusのログインを使用します。

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

たす必要があります。

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

•管理サブネットを設定する必要があります。

REST APIを使用したリモートユーザの設定

手順

ステップ 1 RADIUSプロバイダーを作成します。

例：

URL: https://apic-ip-address/api/policymgr/mo/uni/userext/radiusext.xml
POST Content:
<aaaRadiusProvider name="radius-auth-server.org.com" key="test123" />

ステップ 2 ログインドメインを作成します。

例：

URL: https://apic-ip-address/api/policymgr/mo/uni/userext.xml
POST Content:
<aaaLoginDomain name="rad"> <aaaDomainAuth realm="radius"/> </aaaLoginDomain>
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APIC署名ベースのトランザクション

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。

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。

秘密キーを使用した署名の計算

始める前に

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
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• 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、REST API URI、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 payload.txtファイルに正しい情報が含まれていることを確認します。

たとえば、前の手順で示したような取得例を使用します。

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

payload.txtファイルには、次の情報のみ含める必要があります。
GET/api/class/fvTenant.json?rsp-subtree=children

ステップ 3 payloadファイルを作成するときに新しい行を間違って作成していないことを確認します。

例：

# cat –e payload.txt

次と同じように出力の最後に $記号があるか確認します。
GET/api/class/fvTenant.json?rsp=subtree=children$

ある場合、Payload.ファイルを作成したときに新しい行が作成されたことを意味します。payload
ファイルの生成時に新しい行が作成されることを防ぐには、次のようなコマンドを使用しま

す。

echo -n "GET/api/class/fvTenant.json?rsp-subtree=children" >payload.txt

ステップ 4 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 5 base64形式に署名を変換します。

例：

openssl base64 -A -in payload_sig.bin -out payload_sig.base64
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ステップ 6 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 7 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。

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 8 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", pkey)

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

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。

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

},
"children": []

}
}, {

"aaaUserRole": {
"attributes": {

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

},
"children": []

}
}]

}
}]

}
}

Cisco APIC REST API設定ガイド
92

パート 2:一般的な APICタスク REST APIを使用して

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



第 4 章

共通のテナントタスク

•共通のテナントタスク（93ページ）

共通のテナントタスク

テナントの概要

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

理などの権限にアクセスできます。

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

•マルチテナント環境では、リソースがそれぞれ分離されるように、テナントによりグルー
プユーザのアクセス権限が提供されます (エンドポイントグループやネットワーキングな
どのため)。これらの権限では、異なるユーザが異なるテナントを管理することもできま
す。

テナントの作成

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

ン、およびアプリケーションプロファイルなどのプライマリ要素が含まれます。

テナントの追加

テナントは仮想ファブリック内のポリシー所有者です。テナントは、プライベートエンティ

ティまたは共有エンティティにすることができます。たとえば、安全に分割されたプライベー

トテナントまたは他のテナントにより共有されるコンテキストおよびブリッジドメインを持

つテナントを作成できます。テナントの共有タイプは通常、common、defaultまたは infraとい
う名前が付いています。
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管理情報モデルでは、テナントはクラス fv:Tenantの管理対象オブジェクト（MO）で表されま
す。『Cisco APIC Management Information Model Reference』に従って、fv:Tenantクラスのオブ
ジェクトはポリシー解決のユニバース（uni）クラスの子で、uni/tn-[name]の識別名（DN）形
式を持っています。

1度に追加できるテナントは 1つだけです。（注）

次の例に、XMLおよび JSONを使用して ExampleCorpという名前の新しいテナントを追加す
る方法を示します。

例：JSON APIを使用したテナントの追加
新しいテナントを作成するには、メッセージの本文またはURIでクラスと十分な命名情報を指
定する必要があります。

JSON APIを使用して新しいテナントを作成するには、次のHTTP POSTメッセージを送信しま
す。

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

{
"fvTenant" : {
"attributes" : {
"name" : "ExampleCorp"

}
}

}

または、次の例のように URIでテナントに名前を付けることができます。

POST https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.json

{
"fvTenant" : {
"attributes" : {
}

}
}

（?rsp-subtree=modifiedをPOST URIに追加することで）応答が要求された場合は、成功した
操作により次の応答本文が返されます。

{
"imdata" :
[{

"fvTenant" : {
"attributes" : {
"instanceId" : "0:0",
"childAction" : "deleteNonPresent",
"dn" : "uni/tn-ExampleCorp",
"lcOwn" : "local",
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"name" : "ExampleCorp",
"replTs" : "never",
"rn" : "",
"status" : "created"

}
}

}
]

}

テナントを削除するには、次の HTTP DELETEメッセージを送信します。

DELETE https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.json

または、次の例のように、fv:Tenant属性内に十分な命名情報と "status" : "deleted"が含まれ

る HTTP POSTメッセージを送信できます。

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

{
"fvTenant" : {
"attributes" : {
"name" : "ExampleCorp",
"status" : "deleted"

}
}

}

例：XML APIを使用したテナントの追加
新しいテナントを作成するには、メッセージの本文またはURIでクラスと十分な命名情報を指
定する必要があります。

XML APIを使用して ExampleCorpという名前の新しいテナントを作成するには、次の HTTP
POSTメッセージを送信します。

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

<fvTenant name="ExampleCorp"/>

または、次の例のように URIでテナントに名前を付けることができます。

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

<fvTenant />

（?rsp-subtree=modifiedをPOST URIに追加することで）応答が要求された場合は、成功した
操作により次の応答本文が返されます。

<imdata>
<fvTenant

instanceId="0:0"
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childAction="deleteNonPresent"
dn="uni/tn-ExampleCorp"
lcOwn="local"
name="ExampleCorp"
replTs="never"
rn=""
status="created"

/>
</imdata>

テナントを削除するには、次の HTTP DELETEメッセージを送信します。

DELETE https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

または、次の例のように、fv:Tenant属性内に十分な命名情報と status="deleted"が含まれる

HTTP POSTメッセージを送信できます。

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

<fvTenant name="ExampleCorp" status="deleted"/>
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第 5 章

Managing Layer 2 Networking

•テナント外部ネットワークあるいはブリッジドネットワーク（97ページ）
•ポート（99ページ）
• REST APIを使用したポートチャネルポリシーの作成（101ページ）

テナント外部ネットワークあるいはブリッジドネット

ワーク

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 4 :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。
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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 APIC Layer 3 Networking Guide』の
「IPv6 and Neighbor Discovery」を参照してください。

REST APIを使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

手順

ステップ 1 テナントを作成します。

例：

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

POSTが成功すると、作成したオブジェクトが出力に表示されます。

ステップ 2 VRFおよびブリッジドメインを作成します。

ゲートウェイアドレスは、IPv4または IPv6アドレスにすることができます。IPv6
ゲートウェイアドレスの詳細については、関連するKB記事、「KB:CreatingaTenant,
VRF, and Bridge Domain with IPv6 Neighbor Discovery」を参照してください。

（注）

例：

URL for POST: https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

<fvTenant name="ExampleCorp">
<fvCtx name="pvn1"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="pvn1"/>
<fvSubnet ip="10.10.100.1/24"/>

</fvBD>
</fvTenant>

外部ルーテッドを設定するときにパブリックサブネットがある場合は、ブリッジド

メインを外部設定と関連付ける必要があります。

（注）
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ポート

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
一般的な方法の例を示します。

REST APIを使用した APICの特定のポートへの EPGの導入

始める前に

EPGを導入するテナントが作成されていること。

手順

特定のポート上に EPGを導入します。

例：

<fvTenant name="<tenant_name>" dn="uni/tn-test1" >
<fvCtx name="<network_name>" pcEnfPref="enforced" knwMcastAct="permit"/>
<fvBD name="<bridge_domain_name>" unkMcastAct="flood" >

<fvRsCtx tnFvCtxName="<network_name>"/>
</fvBD>
<fvAp name="<application_profile>" >

<fvAEPg name="<epg_name>" >
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-1017/pathep-[eth1/13]" mode="regular"

instrImedcy="immediate" encap="vlan-20"/>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

特定のポートにEPGを導入するためのドメイン、接続エンティティプ
ロファイル、および VLANの作成

このトピックでは、特定のポートに EPGを導入する場合に必須である物理ドメイン、接続エ
ンティティプロファイル（AEP）、および VLANを作成する方法の典型的な例を示します。
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すべてのエンドポイントグループ（EPG）にドメインが必要です。また、インターフェイス
ポリシーグループを接続エンティティプロファイル（AEP）に関連付ける必要があり、AEP
と EPGが同じドメインに存在する必要がある場合は、AEPをドメインに関連付ける必要があ
ります。EPGとドメイン、およびインターフェイスポリシーグループとドメインの関連付け
に基づいて、EPGが使用するポートと VLANが検証されます。以下のドメインタイプが EPG
に関連付けられます。

•アプリケーション EPG

•レイヤ 3 Outside外部ネットワークインスタンス EPG

•レイヤ 2 Outside外部ネットワークインスタンス EPG

•アウトオブバンドおよびインバンドアクセスの管理 EPG

APICは、これらのドメインタイプのうち 1つまたは複数にEPGが関連付けられているかどう
かを確認します。EPGが関連付けられていない場合、システムは設定を受け入れますが、エ
ラーが発生します。ドメインの関連付けが有効でない場合、導入された設定が正しく機能しな

い可能性があります。たとえば、VLANのカプセル化を EPGで使用することが有効でない場
合、導入された設定が正しく機能しない可能性があります。

（注）

REST APIを使用した、EPGを特定のポートに導入するための AEP、ド
メイン、および VLANの作成

始める前に

• EPGを導入するテナントがすでに作成されていること。

• EPGは特定のポートに静的に導入されます。

手順

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

例：

<infraInfra>

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

<infraLeafS name="SwitchSeletor" descr="" type="range">
<infraNodeBlk name="nodeBlk1" descr="" to_="1019" from_="1019"/>

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

</infraNodeP>
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<infraAccPortP name="<interface_profile_name>"
dn="uni/infra/accportprof-<interface_profile_name>" >

<infraHPortS name="portSelector" type="range">
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-<port_group_name>"

fexId="101"/>
<infraPortBlk name="block2" toPort="13" toCard="1" fromPort="11"

fromCard="1"/>
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraAccPortGrp name="<port_group_name>"
dn="uni/infra/funcprof/accportgrp-<port_group_name>" >

<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-<attach_entity_profile_name>"/>
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="1GHifPol"/>

</infraAccPortGrp>

<infraAttEntityP name="<attach_entity_profile_name>"
dn="uni/infra/attentp-<attach_entity_profile_name>" >

<infraRsDomP tDn="uni/phys-<physical_domain_name>"/>
</infraAttEntityP>

<infraInfra>

ステップ 2 ドメインを作成する。

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>

REST APIを使用したポートチャネルポリシーの作成
次の REST要求はポートチャネルポリシーを作成します。
<lacpLagPol childAction="" ctrl="fast-sel-hot-stdby,graceful-conv,susp-individual"
descr="" dn="uni/infra/lacplagp-LACP-Active" lcOwn="local" maxLinks="16" minLinks="1"
modTs="2015-02-24T11:58:36.547-08:00" mode="active" name="LACP-Active" ownerKey=""
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ownerTag="" status="" uid="8131">
<lacpRtLacpPol childAction="" lcOwn="local" modTs="2015-02-24T14:59:11.154-08:00"
rn="rtinfraLacpPol-[uni/infra/funcprof/accbundle-ACI-VPC-IPG]" status=""
tCl="infraAccBndlGrp" tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-ACI-VPC-IPG"/>

</lacpLagPol>

•対称ハッシュを有効にするために、 ctrl =「対称ハッシュ」 を REST要求に追加します。

•対称ハッシュは、次のスイッチではサポートされていません。

• Cisco Nexus 93128TX

• Cisco Nexus 9372PX

• Cisco Nexus 9372PX-E

• Cisco Nexus 9372TX

• Cisco Nexus 9372TX-E

• Cisco Nexus 9396PX

• Cisco Nexus 9396TX

（注）
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第 6 章

レイヤ 3ネットワーキングの管理

この章の内容は、次のとおりです。

•テナントの外部接続の設定（103ページ）
•テナントのレイヤ 3 Outsideネットワーク接続の設定の概要（103ページ）
• REST APIを使用したテナントネットワークのレイヤ 3 Outsideの設定（104ページ）
• BGP Max Pathの設定（107ページ）
• ASパスプリペンドの設定（107ページ）
• BFDの設定（109ページ）

テナントの外部接続の設定
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
スイッチにスタティックルートを配布する前に、Multiprotocol BGP（MP-BGP）プロセスを最
初に実行し、スパインスイッチは BGPルートリフレクタとして設定する必要があります。

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。

テナントのレイヤ 3 Outsideネットワーク接続の設定の概
要

このトピックでは、Cisco APIC使用時にテナントネットワークに対してレイヤ 3 Outsideを設
定する方法の典型的な例を示します。
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Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。したがって、外部ルータへ
のレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介したmultipod接続を設
定する場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入
れています（結果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOSで
9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケット
ヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイトにな
ります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く推奨します。たとえば、Cisco
NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などの

コマンドを使用します。

（注）

REST APIを使用したテナントネットワークのレイヤ 3
Outsideの設定

例で設定されている外部ルーテッドネットワークは、IPv4および Ipv6の両方をサポートする
ように拡張可能です。IPv4と IPv6両方のルートを外部ルーテッドネットワークにアドバタイ
ズし、外部ルーテッドネットワークから学習することができます。テナントネットワークの

L3Outを設定するには、例のように XMLで postを送信します。

この例は、わかりやすくするための手順に分割されます。マージされた例については、REST
APIの例：L3Out（338ページ）を参照してください。

始める前に

•ノード、ポート、AEP、機能プロファイル、レイヤ 3ドメインを設定します。

•外部ルーテッドドメインを作成し、L3Outのインターフェイスに関連付けます。

•ファブリック内でルートを伝播させるために、BGPルートリフレクタポリシーを設定し
ます。

これらの前提条件の XMLの例については、REST APIの例: L3Outの前提条件（337ページ）
を参照してください。

手順

ステップ 1 テナント、VRF、ブリッジドメインを設定します。

Cisco APIC REST API設定ガイド
104

パート 2:一般的な APICタスク REST APIを使用して

REST APIを使用したテナントネットワークのレイヤ 3 Outsideの設定



この例ではVRF v1を持つテナント t1およびブリッジドメイン bd1を設定します。テナント、

VRF、および BDはまだ展開されていません。

例：

<fvTenant name="t1">
<fvCtx name="v1"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="v1"/>
<fvSubnet ip="44.44.44.1/24" scope="public"/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="l3out1"/>

</fvBD>/>
</fvTenant>

ステップ 2 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を設定します。

この例では、アプリケーションプロファイル app1（ノード 101上）、EPG epg1を設定し、コ

ンシューマとして bd1を持つ EPGとコントラクト httpCtrctを関連付けます。

例：

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">

<fvRsDomAtt instrImedcy="immediate" tDn="uni/phys-dom1"/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsPathAtt encap="vlan-2011" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

ステップ 3 ノードおよびインターフェイスを設定します。

この例では、ノードプロファイル、nodep1、ルータ ID 11.11.11.103を持つノード 103（境界
リーフスイッチ）上で、VRF v1を設定します。.また、IPアドレス 12.12.12.1/24およびレイ

ヤ 3ドメイン dom1で、ルーテッドインターフェイス（レイヤ 3ポート）としてインターフェ
イス eth1/3を設定します。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="v1"/>
<l3extLNodeP name="nodep1">

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="11.11.11.103" tDn="topology/pod-1/node-103"/>
<l3extLIfP name="ifp1"/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="12.12.12.3/24" ifInstT="l3-port"

tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth1/3]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-dom1"/>

</l3extOut>

ステップ 4 ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、IPアドレス、15.15.15.2、ASN 100を持つ BGPピアで、プライマリルーティン
グプロトコルとして BGPを設定します。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<l3extLNodeP name="nodep1">

<bgpPeerP addr="15.15.15.2">
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<bgpAsP asn="100"/>
</bgpPeerP>

</l3extLNodeP>
<bgpExtP/>

</l3extOut>

ステップ 5 接続ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、定期的なエリア ID 0.0.0.0でに対して通信プロトコルとして OSPFを設定しま
す。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<ospfExtP areaId="0.0.0.0" areaType="regular"/>
<l3extLNodeP name="nodep1">

<l3extLIfP name="ifp1">
<ospfIfP/>

<l3extIfP>
<l3extLNodeP>

</l3extOut>

ステップ 6 外部 EPGを設定します。

この例では、外部ネットワーク extnw1としてネットワーク 20.20.20.0/24を設定します。プロ

バイダとして、extnw1とルート制御プロファイル rp1およびコントラクト httpCtrctを関連付

けます。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<l3extInstP name="extnw1">

<l3extSubnet ip="20.20.20.0/24" scope="import-security"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</l3extInstP>
</l3extOut>

ステップ 7 オプション。ルートマップを設定します。

この例では、アウトバウンド方向に BGPピアのルートマップを設定します。ルートマップが
ルートの宛先に一致するのに適用される 200.3.2.0/24 。また、正常な一致で (ルートには、
この範囲が一致する)ルート ASパスアトリビュートが更新され、 200 および 100 。

例：

<fvTenant name="t1">
<rtctrlSubjP name="match-rule1">

<rtctrlMatchRtDest ip="200.3.2.0/24"/>
</rtctrlSubjP>
<l3extOut name="l3out1">

<rtctrlProfile name="rp1">
<rtctrlCtxP name="ctxp1" action="permit" order="0">

<rtctrlScope>
<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="attrp1"/>

</rtctrlScope>
<rtctrlRsCtxPToSubjP tnRtctrlSubjPName="match-rule1"/>

</rtctrlCtxP>
</rtctrlProfile>
<l3extInstP name="extnw1">

<l3extSubnet ip="20.20.20.0/24" scope="import-security"/>
<l3extRsInstPToProfile direction='export' tnRtctrlProfileName="rp1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</l3extInstP>
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</l3extOut>
</fvTenant>

ステップ 8 この例では、フィルタおよびコントラクトを作成し、EPGの通信を可能にします。外部 EPG
およびアプリケーション EPGは、プロバイダおよびコンシューマとして個別にコントラクト
httpCtrctにすでに関連付けられています。コントラクトの範囲（適用される範囲）はアプリ

ケーション、テナント、VRF内か、グローバルを選択できます（ファブリック全体）。この例
では、範囲は VRF（context）です。

例：

<vzFilter name="http-filter">
<vzEntry name="http-e" etherT="ip" prot="tcp"/>

</vzFilter>
<vzBrCP name="httpCtrct" scope="context">

<vzSubj name="subj1">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http-filter"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

BGP Max Pathの設定
次の機能を使用すると、等コストマルチパスのロードバランシングを有効にするルートテー

ブルへのパスの最大数を追加できます。

REST APIを使用した BGPパスの設定
次の例では、REST APIを使用して BGP最長パス機能を設定する方法の情報を提供します。

<fvTenant descr="" dn="uni/tn-t1" name="t1">
<fvCtx name="v1">

<fvRsCtxToBgpCtxAfPol af="ipv4-ucast" tnBgpCtxAfPolName="bgpCtxPol1"/>
</fvCtx>
<bgpCtxAfPol name="bgpCtxPol1" maxEcmp="8" maxEcmpIbgp="4"/>

</fvTenant>

ASパスプリペンドの設定
BGPピアは、ASパスアトリビュートの長さを増やすことで、リモートピアでベストパス選
択の影響を与えることができます。番号として指定桁の前に付加してASパスアトリビュート
の長さを向上するために使用するメカニズムを提供する ASパス Prepend。

ASパス前に付加は、ルートマップを使用してアウトバウンド方向にのみ適用できます。パス
として前に付加が機能しない iBGPセッションで。

ASパス Prepend機能は、次のように変更を有効に。
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ルートマップと一致するルートの ASパスに、指定した AS番号
を付加します。

（注） • 1個以上の AS番号を設定できます。

• 4バイト番号がサポートされています。

•合計を prependは 32の AS番号。AS番号は、ASパ
スアトリビュートに挿入されます順序を指定する必

要があります。

プリペンド

最後の前に付加 ASパス 1から 10までの範囲に番号として。Prepend-最後-として

次の表では、ASパス Prependの実装の選択基準について説明します。

指定された AS番号を追加します。1プリペンド

最後のAS番号をASパスに付加します。2Prepend-最後-とし
て

指定された AS番号を追加します。Prepend(1)デフォルト

REST APIを使用した ASパスプリペンドの設定
次の例では、REST APIを使用した ASパスプリペンド機能を設定する方法の情報を提供しま
す。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fvTenant name="coke">

<rtctrlAttrP name="attrp1">
<rtctrlSetASPath criteria="prepend">

<rtctrlSetASPathASN asn="100" order="1"/>
<rtctrlSetASPathASN asn="200" order="10"/>
<rtctrlSetASPathASN asn="300" order="5"/>

<rtctrlSetASPath/>
<rtctrlSetASPath criteria="prepend-last-as" lastnum=”9" />

</rtctrlAttrP>

<l3extOut name="out1">
<rtctrlProfile name="rp1">

<rtctrlCtxP name="ctxp1" order="1">
<rtctrlScope>

<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="attrp1"/>
</rtctrlScope>

</rtctrlCtxP>
</rtctrlProfile>

</l3extOut>
</fvTenant>
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BFDの設定

グローバル REST APIを使用して BFDの設定

手順

次の REST APIは、(BFD)を双方向フォワーディング検出のグローバルコンフィギュレーショ
ンを示します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<bfdIpv4InstPol name="default" echoSrcAddr="1.2.3.4" slowIntvl="1000" minTxIntvl="150"
minRxIntvl="250" detectMult="5" echoRxIntvl="200"/>

<bfdIpv6InstPol name="default" echoSrcAddr="34::1/64" slowIntvl="1000" minTxIntvl="150"
minRxIntvl="250" detectMult="5" echoRxIntvl="200"/>
</infraInfra>
</polUni>

REST APIを使用した BFDインターフェイスのオーバーライドの設定

手順

次の REST APIは、(BFD)を双方向フォワーディング検出のインターフェイスのオーバーライ
ドコンフィギュレーションを示します。

例：

<fvTenant name="ExampleCorp">
<bfdIfPol name=“bfdIfPol" minTxIntvl="400" minRxIntvl="400" detectMult="5"

echoRxIntvl="400" echoAdminSt="disabled"/>
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2"/>

<l3extLIfP name='portIpv4'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"

ifInstT='l3-port' addr="10.0.0.1/24" mtu="1500"/>
<bfdIfP type=“sha1” key=“password">

<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName=‘bfdIfPol'/>
</bfdIfP>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
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</l3extOut>
</fvTenant>

REST APIを使用した BFDコンシューマプロトコルの設定

手順

ステップ 1 次の例では、双方向の転送検出（BFD）のインターフェイス設定を示します。

例：

<fvTenant name="ExampleCorp">
<bfdIfPol name=“bfdIfPol" minTxIntvl="400" minRxIntvl="400" detectMult="5"

echoRxIntvl="400" echoAdminSt="disabled"/>
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2"/>

<l3extLIfP name='portIpv4'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"

ifInstT='l3-port' addr="10.0.0.1/24" mtu="1500"/>
<bfdIfP type=“sha1” key=“password">

<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName=‘bfdIfPol'/>
</bfdIfP>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>

ステップ 2 次の例では、OSPFおよび EIGRPで BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示しま
す。

例：

リーフスイッチ上の BFD

<fvTenant name=“ExampleCorp">
<ospfIfPol name="ospf_intf_pol" cost="10" ctrl="bfd”/>
<eigrpIfPol ctrl="nh-self,split-horizon,bfd"

dn="uni/tn-Coke/eigrpIfPol-eigrp_if_default"
</fvTenant>

例：

スパインスイッチ上の BFD

<l3extLNodeP name="bSpine">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-103" rtrId="192.3.1.8">
<l3extLoopBackIfP addr="10.10.3.1" />
<l3extInfraNodeP fabricExtCtrlPeering="false" />

</l3extRsNodeL3OutAtt>
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<l3extLIfP name='portIf'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth5/10]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="20.3.10.1/24"/>
<ospfIfP>

<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospf_intf_pol'/>
</ospfIfP>
<bfdIfP name="test" type="sha1" key="hello" status="created,modified">

<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName='default' status="created,modified"/>
</bfdIfP>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>

ステップ 3 次の例では、BGP上の BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示します。

例：

<fvTenant name="ExampleCorp">
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2"/>

<l3extLIfP name='portIpv4'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"

ifInstT='l3-port' addr="10.0.0.1/24" mtu="1500">
<bgpPeerP addr="4.4.4.4/24" allowedSelfAsCnt="3" ctrl="bfd" descr=""

name="" peerCtrl="" ttl="1">
<bgpRsPeerPfxPol tnBgpPeerPfxPolName=""/>
<bgpAsP asn="3" descr="" name=""/>

</bgpPeerP>
</l3extRsPathL3OutAtt>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>

ステップ 4 次の例では、スタティックルートで BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示しま
す。

例：

リーフスイッチ上の BFD

<fvTenant name="ExampleCorp">
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2">
<ipRouteP ip=“192.168.3.4" rtCtrl="bfd">
<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2"/>

</ipRouteP>
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name='portIpv4'>

<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]"
ifInstT='l3-port' addr="10.10.10.2/24" mtu="1500" status="created,modified" />

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
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</l3extOut>
</fvTenant>

例：

スパインスイッチ上の BFD

<l3extLNodeP name="bSpine">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-103" rtrId="192.3.1.8">
<ipRouteP ip="0.0.0.0" rtCtrl="bfd">
<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2"/>

</ipRouteP>
</l3extRsNodeL3OutAtt>

<l3extLIfP name='portIf'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth5/10]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="20.3.10.1/24"/>

<bfdIfP name="test" type="sha1" key="hello" status="created,modified">
<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName='default' status="created,modified"/>

</bfdIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>

ステップ 5 次の例では、IS-ISで BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示します。

例：

<fabricInst>
<l3IfPol name="testL3IfPol" bfdIsis="enabled"/>

<fabricLeafP name="LeNode" >
<fabricRsLePortP tDn="uni/fabric/leportp-leaf_profile" />
<fabricLeafS name="spsw" type="range">
<fabricNodeBlk name="node101" to_="102" from_="101" />
</fabricLeafS>

</fabricLeafP>

<fabricSpineP name="SpNode" >
<fabricRsSpPortP tDn="uni/fabric/spportp-spine_profile" />
<fabricSpineS name="spsw" type="range">

<fabricNodeBlk name="node103" to_="103" from_="103" />
</fabricSpineS>

</fabricSpineP>

<fabricLePortP name="leaf_profile">
<fabricLFPortS name="leafIf" type="range">
<fabricPortBlk name="spBlk" fromCard="1" fromPort="49" toCard="1" toPort="49" />

<fabricRsLePortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/leportgrp-LeTestPGrp" />
</fabricLFPortS>

</fabricLePortP>

<fabricSpPortP name="spine_profile">
<fabricSFPortS name="spineIf" type="range">

<fabricPortBlk name="spBlk" fromCard="5" fromPort="1" toCard="5" toPort="2" />
<fabricRsSpPortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/spportgrp-SpTestPGrp" />

</fabricSFPortS>
</fabricSpPortP>

<fabricFuncP>
<fabricLePortPGrp name = "LeTestPGrp">

<fabricRsL3IfPol tnL3IfPolName="testL3IfPol"/>
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</fabricLePortPGrp>

<fabricSpPortPGrp name = "SpTestPGrp">
<fabricRsL3IfPol tnL3IfPolName="testL3IfPol"/>

</fabricSpPortPGrp>

</fabricFuncP>

</fabricInst>
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第 7 章

REST APIを使用してのモニタリング

• REST APIを使用したモニタリングについて（115ページ）
• APIC（115ページ）
•ファブリック（117ページ）
•スイッチ（118ページ）
•外部モニタリング（122ページ）

REST APIを使用したモニタリングについて

REST APIを使用して APICのモニタリング
予防的モニタリングは、ネットワーク管理者の仕事の中でも重要なものですが、通常はネット

ワーク内の緊急の問題の解決が優先されるため、多くの場合は無視されています。ただし、

Application Policy Infrastructure Controller (APIC)が容易統計情報を収集および分析を実行するた
め、ネットワーク管理者時間と不満が保存されます。統計情報が自動的にまとめられ、ポリ

シーが使用され、他の場所でも再利用できるため、人材の労力とエラーが最小限になります。

REST APIを使用して、次の例は、APICファブリックおよびスイッチのコンポーネントへのド
リルを使用できます。

APIC

REST APIを使用した APIC CPUおよびメモリ使用率のモニタリング
コントローラの健全性を迅速に、最も簡単に確認する方法は APICです。コントローラでは、
procEntityクラスのインスタンスを作成することで、CPUおよびメモリ使用率の現在のステー
タスに関する情報を提供します。ProcEntityは、システム内のプロセスのコンテナです。この
オブジェクトは、APICで実行しているさまざまなプロセスに関する詳細情報を保持していま
す。procEntityオブジェクトには、次の有益なプロパティが含まれています。

• cpuPct：CPU使用率
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• maxMemAlloc—The maximum memory allocated for the system

• memFree—The maximum amount of available memory for the system

手順

次の REST APIコールを使用して CPUおよびメモリ使用量に関する情報を取得します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/class/procEntity.xml?

REST APIを使用した APICディスク使用率のモニタリング
APICには、複数のディスクとファイルシステムがあります。REST APIを使用するとシステ
ム内のすべてのパーティションのディスク領域使用率にすぐにアクセスでき、この情報のモニ

タリングに使用できます。

手順

次のように REST APIポストを送信することで、APICでディスクおよびファイルシステムを
モニタします。

例：

https://apic-ip-address/api/node/class/eqptStorage.xml?

物理インターフェイス統計と REST APIを使用して、リンクステート
のモニタリング

REST APIインターフェイスは、インターフェイスの統計情報のポーリングを使用できます。
Several counters are available (for example, RX/TX, input/output / duplex, 30 second rates, 5 minute rate,
unicast packets, multicast packets).親管理対象オブジェクトを使用して、子をから派生ことがで
きます。これを行うは必須オブジェクトモデルを十分に理解し、次の例を使用して必要な情報

を取得するには、モデル内を移動することができます。

手順

ステップ 1 物理インターフェイスの統計情報を取得するのにには、次の基本 APIコールを使用します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/phys-[eth1/1].json
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ステップ 2 To determine the total ingress bytes on Leaf 101 port Eth1/1, you can issue the following API call:

例：

/topology/pod-1/node-101/sys/phys-[eth1/1].json

ステップ 3 Visore allows you to dig deeper into the hierarchical tree. From the prior command, the operator can see
children of the interface object, such as ingress and egress bytes. The child objects include the following:

例：

/topology/pod-1/node-101/sys/phys-[eth1/1]/dbgEtherStats

ファブリック

REST APIを使用した LLDPおよび CDPネイバーステータスのモニタリ
ング

APICでは、REST APIを使用してファブリック内のすべての LLDPまたは CDPネイバーを判
別できます。

手順

ステップ 1 LLDPネイバーを判別するために、次のように POSTを送信します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/lldp/inst/if-[eth1/1]

ステップ 2 CDPネイバーを判別するために、次のように POSTを送信します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/cdp/inst/if-[eth1/1]

REST APIを使用してインターフェイス物理と結合のモニタリング
APICでは、Cisco ACIファブリックへの接続性の 2つのリーフスイッチには、通常デュアル
ホームを結合インタフェースを使用します。アウトオブバンド管理ネットワークへのデュアル

ホーム接続可能性のある結合インタフェースも使用できます。

• Bond0 is the bond interface used to connect to the fabric itself (to connect to leaf switches that connect
into the fabric).

• Bond1は、（APIC自体を設定できるようにするOOBセグメントに接続するために）アウ
トオブバンドセグメントへの接続に使用されるボンドインターフェイスです。
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上のデータインターフェイスは、物理インターフェイスの基盤となるに依存します。RESTAPI
は、物理的および論理的な上のデータインターフェイスの両方のリンクの情報を提供する重要

です。

手順

結合インターフェイスに関する情報を収集するには、次の例など POST要求を送信する方法

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-1/sys.json?querytarget=
subtree&target-subtree-class=l3EncRtdIf

REST APIを使用した EPGレベルの統計情報のモニタリング
アプリケーションのネットワーク関連の情報をモニタするため、特定階層へのトラフィック量

の集約を調査することができます。たとえば、REST APIで指定した EPGアプリケーションの
Web階層へのトラフィックの量をモニタできます。

手順

Epg web epgの新しいプロジェクトのトラフィックをモニタするには、次の例にように POST
要求を送信します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/tn-newproject/ap-app1/epg-web-epg.xml?querytarget=
self&rsp-subtree-include=stats

スイッチ

REST APIを使用したスイッチ CPU使用率のモニタリング
スパインスイッチやリーフスイッチの CPU使用率は、次のクラスを使用し、必要なタイムス
ケールと粒度に基づいて監視できます:

• proc:SysCPU5min—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 5-minute
sampling interval.このクラスは 10秒ごとに更新されます。

• proc:SysCPU15min—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 15-minute
sampling interval.このクラスは 5分ごとに更新されます。
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• proc:SysCPU1h—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 1-hour
sampling interval.このクラスは 15分ごとに更新されます。

• proc:SysCPU1d—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 1-day
sampling interval.このクラスは、1時間ごとに更新されます。

• proc:SysCPU1w—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 1-week
sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

• proc:SysCPU1mo—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 1-month
sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

• proc:SysCPU1qtr—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 1-quarter
sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

• proc:SysCPU1year—A class that represents the most current statistics for system CPU in a 1-year
sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

次の例では、モニタリングのためこれらのクラスを使用する方法を示します。

手順

過去 1日間のすべてのファブリックスイッチの平均 CPU使用率を表示するには、次の例のよ
うに XMLを使用します。

例：

https://apic-ip-address//api/node/class/procSysCPU1d.xml?

REST APIを使用したスイッチファンのステータスのモニタリング
次のREST APIコールと、それらの子オブジェクトを使用して、リーフスイッチのファンの状
態を監視できます（この特定のスイッチには3つのスロットがあることに注意してください）。

手順

リーフスイッチでファントレイのステータスを取得するには、次の例のようにXMLを使用し
ます。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/ch/ftslot-1
https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/ch/ftslot-2
https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/ch/ftslot-3
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REST APIを使用してスイッチメモリ使用率のモニタリング
スパインスイッチやリーフスイッチのメモリ使用率は、次のクラスを使用し、必要なタイム

スケールと粒度に基づいて監視できます:

• proc:SysMem5min—A class that represents the most current statistics for system memory in a
5-minute sampling interval.このクラスは 10秒ごとに更新されます。

• proc:SysMem15min—A class that represents the most current statistics for system memory in a
15-minute sampling interval.このクラスは 5分ごとに更新されます。

• proc:SysMem1h—A class that represents the most current statistics for system memory in a 1-hour
sampling interval.このクラスは 15分ごとに更新されます。

• proc:SysMem1d—A class that represents the most current statistics for system memory in a 1-day
sampling interval.このクラスは、1時間ごとに更新されます。

• proc:SysMem1w—A class that represents the most current statistics for system memory in a 1-week
sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

• proc:SysMem1mo—A class that represents the most current statistics for system memory in a
1-month sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

• proc:SysMem1qtr—A class that represents the most current statistics for system memory in a
1-quarter sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

• proc:SysMem1year—A class that represents the most current statistics for system memory in a
1-year sampling interval.このクラスは毎日更新されます。

次の例では、クラスのいずれかを使用する方法を示します。

手順

過去 1日間のメモリをモニタするには、次の RESTコールを使用します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/class/procSysMem1d.xml?

REST APIを使用したスイッチモジュールステータスのモニタリング
リーフを固定スイッチとして見なすとしても、それらには CPUを搭載したスーパバイザコン
ポーネントがあります。転送の観点から、データプレーンコンポーネントは 2つあります。
つまり、前面ポートを提供する NFE（ネットワーク転送エンジン ASIC）と、スパインにアッ
プリンク接続を提供するALEまたはALE2（アプリケーションリーフエンジンASIC）で、こ
れはスイッチハードウェアの世代によって異なります。次のREST APIを使用して、スイッチ
内のモジュールのステータスを確認できます:
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手順

スーパーバイザとモジュールの状態をモニタするには、次のよう REST APIコールを使用しま
す。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/ch/supslot-1/sup
https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/ch/lcslot-1/lc

REST APIを使用してスイッチ電源供給ステータスのモニタリング
REST APIを使用して、リーフスイッチの電源装置のステータスを取得できます。

手順

リーフスイッチの電源モジュールの状態を監視するには、次の例など XMLを使用します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/ch/psuslot-1
https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/ch/psuslot-2

この特定のスイッチでの 2つの電源モジュールがあることに注意してください。

REST APIを使用してスイッチインベントリのモニタリング
REST APIを使用するには、モデルとシリアル番号などのスイッチのハードウェア情報を取得
します。

手順

スイッチのハードウェア情報を取得するには、次の例に示すように REST APIを使用します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1.json?query-target=children&target-subtree-class=fabricNode
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外部モニタリング

スマート Callhome

スマート Callhomeについて

スマートCallhome Callhomeとして同様の方法で重要システムポリシーの電子メールベースの
通知を提供します。ただし、スマートCallhome email messages(電子メールメッセージ、Eメー
ルメッセージ)に提供する障害の詳細な選択を収集します。

スマート Callhome のみ を収集し、障害を提供します。（注）

スマート Callhome機能の一般的な障害のトリガーでは、ネットワークの中断を脅かすイベン
トの種類に対応します。次に例を示します。

•温度障害:センサーの温度がしきい値を超えています。

•ファン/電源装置障害:ファンまたは電源装置のがオフラインになります。

•ディスク使用率の障害:デバイスのディスク使用率がしきい値を超えています。

スマートCallhomeでは、障害を収集し、ネットワークサポートエンジニア、ネットワークオ
ペレーションセンターでは、または Cisco Smart Callhomeサービステクニカルアシスタンス
センター（TAC）とのケースを生成するには、それらを電子メールします。

REST APIを使用したスマート Callhome宛先グループの作成

手順

Smart Callhome宛先グループを作成します。

例：

POST https://192.168.1.141/api/node/mo/uni/fabric.json

{
"callhomeSmartGroup": {
"attributes": {
"name": "<destination-group-name>",
"descr": "<description>"

},
"children": [
{
"callhomeSmartDest": {
"attributes": {
"name": "<destination-name>",
"email": "<email-address>",

Cisco APIC REST API設定ガイド
122

パート 2:一般的な APICタスク REST APIを使用して

外部モニタリング



format="xml"
},
"children": []

}
},

{
"callhomeProf": {
"attributes": {
"from": "<email-address>",
"port": "<number>",
"replyTo": "<email-address>",
"email": "<customer-contact-email>",
"phone": "<contact-phone-number>",
"contact": "<name>",
"addr": "<streeet-address>",
"contract": "<id>",
"customer": "<id>",¬
"site": "<id>"

},
"children": [
{
"callhomeSmtpServer": {
"attributes": {
"host": "<hostname-or-ip-address>"

},
"children": [
{
"file RsARemoteHostToEpg": {
"attributes": {
"tDn": "uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob- default"

},
"children": []

}
}

]
}

}
]

}
}

]
}

}

TACTICS外部ロギング

TACACS外部ロギングについて

Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)と Terminal Access Controller Access
Control System Plus (TACACS +)は、ネットワークデバイスへのアクセスするをしようとする
ユーザの一元的な検証を提供する簡単なセキュリティプロトコル。TACACS+認証、認可、ア
カウンティングモジュールの機能を分離し、NASと TACACS +デーモンの間のすべてのトラ
フィックを暗号化でこの機能を強化します。
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TACACS外部ログは、設定された TACACSソース (ファブリック全体またはテナント専用)か
らAAAデータを収集し、TACACS宛先グループで設定されている1つ以上の remotedestination(リ
モート宛先、リモート接続先) TACACSサーバを提供します。収集されたデータには、AAA
セッションログが含まれています ( SessionLR )ログイン、ログアウト、時間範囲などのす
べて Cisco Application Policy Infrastructure Controller ( Cisco APIC ) AAA変更と同様に、ユーザ (
ModLR )などの新しいユーザやパスワードの変更を追加します。さらに、すべての設定変更が
記録およびが含まれてユーザ IDにはをタイムスタンプ。

REST APIを使用して TACACS外部ロギング宛先グループの作成

手順

Create a TACACS destination group.

例：

POST https://<apic-name>/api/node/mo/uni/fabric/tacacsgroup-<groupname>.json

{
"tacacsGroup": {
"attributes": {
"dn": "uni/fabric/tacacsgroup-<groupname>",
"name": "<groupname>",
"rn": "tacacsgroup-<groupname>",
"status": "created"

},
"children": [{
"tacacsTacacsDest": {
"attributes": {
"dn": "uni/fabric/tacacsgroup-<groupname>/tacacsdest-<dest-name>-port-<portno>",

"host": "<dest-name>",
"rn": "tacacsdest-<dest-name>-port-<portno>",
"key": "<server secret>",
"status": "created"

},
"children": [{
"fileRsARemoteHostToEpg": {
"attributes": {
"tDn": "uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default",
"status": "created"

},
"children": []

}
}]

}
}]

}
}
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REST APIを使用して TACACS外部ロギングの送信元の作成

手順

TACACS送信元を作成します。

例：

POST https://<apic-name>/api/node/mo/uni/fabric/moncommon/tacacssrc-<src-name>.json

{
"tacacsSrc": {
"attributes": {
"dn": "uni/fabric/moncommon/tacacssrc-<src-name>",
"incl": "audits,faults",
"name": "aaa",
"rn": "tacacssrc-<src-name>",
"status": "created",
"incl":"audit,session"

},
"children": [{
"tacacsRsDestGroup": {
"attributes": {
"tDn": "uni/fabric/tacacsgroup-<groupname>",
"status": "created"

},
"children": []

}
}]

}
}
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第 8 章

RESTAPIを使用したトラブルシューティン
グ

•収集およびテクニカルサポート情報のエクスポート（127ページ）
•アトミックカウンタを使用したトラブルシューティング（128ページ）
• Troubleshooting Using Faults（136ページ）
•統計情報（139ページ）
•切断されたリーフの復旧（140ページ）
• Permitと契約し、ロギングを拒否契約および Tabooのトラブルシューティング（141ペー
ジ）

• Troubleshooting Using Digital Optical Monitoring Statistics（143ページ）
•ポートトラッキングを使用したトラブルシューティング（144ページ）
•不要な _ui_オブジェクトの削除（146ページ）
• Troubleshooting Using Contract Permit and Deny Logs（146ページ）

収集およびテクニカルサポート情報のエクスポート

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。
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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 REST API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"/>

<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>

アトミックカウンタを使用したトラブルシューティング

アトミックカウンタ

アトミックカウンタは、ファブリック内のエンドポイント、EPG、アプリケーション間の接続
をトラブルシューティングするのに便利です。アプリケーションのレポート時、ユーザは処理

の遅さを経験する場合があります。また、2つのエンドポイント間のトラフィック損失をモニ
タする場合、アトミックカウンタが必要な場合があります。アトミックカウンタが提供する

機能の 1つに、トラブルチケットを予防的モニタリングモードに配置する機能があります。
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たとえば、問題が断続的に発生していても、オペレータが積極的にチケットの作業にあたって

いる時に必ずしも発生するとは限らない場合があります。

アトミックカウンタは、ファブリック内のパケット損失を検知し、接続の問題の発生源をすば

やく分離できるようにするのに役立ちます。アトミックカウンタには、NTPをファブリック
で有効にする必要があります。

リーフ間（TEP間）アトミックカウンタは次を提供できます。

•ドロップ、アドミットおよび超過パケットのカウント
•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。

テナントのアトミックカウンタは次を提供できます:

•ドロップ、承認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。
•エンドポイント間MACアドレスまたはエンドポイント間 IPアドレス注：単一のターゲッ
トエンドポイントに、それに関連付けられた複数の IPアドレスがある場合があります。

•オプションのドリルダウン付きの EPGツー EPG
• EPGツーエンドポイント
• EPGツー *（任意）
•エンドポイントツー外部 IPアドレス

アトミックカウンタは、2つのエンドポイント間のパケット量を追跡し、これを測定値として
使用します。ハードウェアレベルのドロップやエラーカウンタは考慮しません。

（注）

送信元が送信した数よりも宛先で受け取ったパケットの数が少ない場合に、ドロップされたパ

ケットが計算されます。

送信元が送信した数よりも宛先で受け取ったパケットの数が多い場合に、超過パケットが計算

されます。

アトミックカウンタの有効化

アトミックカウンタを使用することを有効にしてファブリックのドロップおよびルーティング

の間違いを検出し、アプリケーションの接続問題の分離を素早くデバッグできるようにするに
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は、次のタイプのいずれかで、1個以上のテナントアトミックカウンタポリシーを作成しま
す。

• EP_to_EP：エンドポイントからエンドポイント（dbgacEpToEp）

• EP_to_EPG：エンドポイントからエンドポイントグループ（dbgacEpToEpg）

• EP_to_Ext：エンドポイントから外部 IPアドレス（dbgacEpToExt）

• EPG_to_EP：エンドポイントグループからエンドポイント（dbgacEpgToEp）

• EPG_to_EPG：エンドポイントグループからエンドポイントグループ（dbgacEpgToEpg）

• EPG_to_IP：エンドポイントグループから IPアドレス（dbgacEpgToIp）

• Ext_to_EP：外部 IPアドレスからエンドポイント（dbgacExtToEp）

• IP_to_EPG：IPアドレスからエンドポイントグループ（dbgacIpToEpg）

• Any_to_EP：エニーからエンドポイント（dbgacAnyToEp）

• EP_to_Any：エンドポイントからエニー（dbgacEpToAny）

手順

ステップ 1 REST APIを使用して EP_to_EPポリシーを作成するには、次の例のように XMLを使用しま
す。

例：

<dbgacEpToEp name="EP_to_EP_Policy" ownerTag="" ownerKey=""
dn="uni/tn-Tenant64/acEpToEp-EP_to_EP_Policy" descr="" adminSt="enabled">
<dbgacFilter name="EP_to_EP_Filter" ownerTag="" ownerKey="" descr=""
srcPort="https" prot="tcp" dstPort="https"/>
</dbgacEpToEp>

ステップ 2 REST APIを使用して EP_to_EPGポリシーを作成するには、次の例のように XMLを使用しま
す。

例：

<dbgacEpToEpg name="EP_to_EPG_Pol" ownerTag="" ownerKey=""
dn="uni/tn-Tenant64/epToEpg-EP_to_EPG_Pol" descr="" adminSt="enabled">
<dbgacFilter name="EP_to_EPG_Filter" ownerTag="" ownerKey="" descr=""
srcPort="http" prot="tcp" dstPort="http"/>
<dbgacRsToAbsEpg tDn="uni/tn-Tenant64/ap-VRF64_app_prof/epg-EPG64"/>
</dbgacEpToEpg>

ファブリックレイテンシについて

ファブリックレイテンシは、ファブリック内の送信元から宛先へのパケットの移動にかかる時

間をモニタするためのトラブルシューティングツールになります。エンドポイント、エンドポ
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イントグループ、外部インターフェイス、IPアドレスの組み合わせ間のレイテンシを測定す
るために使用できます。レイテンシは、入力リーフスイッチの [到着]時間から出力リーフス
イッチの [出発]時間までで測定されます。ファブリックレイテンシの必要条件は、一定の時
間ですべてのノードを同期するものとします。Precision Time Protocol（PTP）はこのために使
用され、サブマイクロ秒の正確性のため、ミリ秒単位の精度のみを持つNTPと比較されます。
NTPはマイクロ秒の順に ACIファブリック内のパケットフライト時間を測定するには十分で
はありません。そのため、レイテンシ機能には、PTPを使用して同期されるファブリックのす
べてのノードが必要です。

レイテンシの測定 2つのタイプがあります：

•進行中の TEP-to-TEPレイテンシ

•オンデマンドテナントレイテンシ

進行中のレイテンシまたは Leaf-to-leaf (TEP to TEP)レイテンシは、リーフスイッチでトンネ
ルエンドポイント間でのレイテンシを測定するために使用されます。平均および最大レイテン

シ、標準偏差、および宛先リーフスイッチで計算されるパケット数を提供します。累積レイテ

ンシの値と同様に、過去 30秒の収集済みレイテンシデータが提供されます。TEP-to-TEPレイ
テンシ測定は、ファブリックで PTPがオンになるとすぐに有効になります。

テナントレイテンシ測定は、個々のアプリケーションのレベルで問題のトラブルシューティン

グをするように設定できます。これらは、レイテンシTCAMでプログラムされた特定のフロー
ルールに一致する IPフローに対して有効にできます。フロールールセマンティクスは、現在
の原子カウンタフロールールに似ています。

レイテンシ測定が特定の IPフローに設定され、このフローのトンネルに対してレイテンシ測
定が同時に行われる場合、このフローのレイテンシには考慮されません。

（注）

原子カウンタだけでなく、レイテンシ測定では次のフロールールがサポートされています。

• EPから EPへのレイテンシの測定

• EPから EPGへのレイテンシの測定

• EPから外部 IPへのレイテンシの測定

• EPGから EPへのレイテンシの測定

• EPGから EPGへのレイテンシの測定

• EPGから外部 IPへのレイテンシの測定

•外部 IPから EPへのレイテンシの測定

•外部 IPから EPGへのレイテンシの測定

•いずれかから EPへのレイテンシの測定

•外部 IPから外部 IPへのレイテンシの測定
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• EPからいずれかのレイテンシの測定

原子カウンタとレイテンシ測定の両方が、同じ IPフロールールで独自に有効または無効にで
きます。

（注）

2つのモードでレイテンシデータを測定することができます。平均およびヒストグラム。モー
ドはテナントレイテンシポリシーの各フロールールと同様に、進行中のレイテンシに個別指

定できます。

平均モード

平均モードでは、次の測定を有効にできます。

•過去 30秒間の平均レイテンシ

•過去 30秒間の標準偏差

•過去 30秒のパケット数

•累積平均レイテンシ

•累積最大レイテンシ

•累積パケット数

平均モードのレイテンシ測定は、外部測定機器と比較して、0.1マイクロ秒低倍数で若干異な
る可能性があります。

（注）

ヒストグラムモード

ヒストグラムモードでは、さまざまなレイテンシ間隔でパケット数の配信の可視化を有効にし

ます。16のヒストグラムバケットがあり、各バケットには測定間隔が設定されています。バ
ケット 0の測定間隔が 0～5マイクロ秒であり、5～10マイクロ秒間のバケット 1は最後のバ
ケットの 80マイクロ秒で終了します。これらのバケットのそれぞれには 64ビットカウンタが
含まれ、バケットの設定されているレイテンシ間隔内で落ちたレイテンシを持つパケットを測

定します。

ヒストグラムグラフは、レイテンシの傾向を理解するには便利ですが、正確なパケットの数が

反映されない可能性があります。実際のパケット数を測定するには、原子カウンタを使用でき

ます。

サポートされている TEPから TEPまでのレイテンシエントリの最大数は 384です。EXベー
スTORでは、平均モードでほとんどは 256フロー、ヒストグラムモードでは 64フローにでき
ます。FXベース TORSでは、平均モードでほとんどは 640フロー、ヒストグラムモードでは
320フローにできます。
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PTPについて
Precision Time Protocol（PTP）は、IEEE 1588で定義された、ネットワークに分散したノード
の時刻同期プロトコルです。PTPを使用すると、分散したクロックを、イーサネットネット
ワークを経由して、1マイクロ秒以下の精度で同期させることができます。PTPの精度は ACI
ファブリックスパインおよびリーフでサポートされているハードウェアから提供されます。こ

れにより、プロトコルが正確にネットワーク全体のメッセージ遅延と変動を補正できます。

PTPは、システムのリアルタイムPTPクロックが相互に同期する方法を指定する分散プロトコ
ルです。これらのクロックは、グランドマスタークロック（階層の最上部にあるクロック）を

持つマスター/スレーブ同期階層に編成され、システム全体の時間基準を決定します。同期は、
タイミング情報を使用して階層のマスターの時刻にクロックを調整するメンバーと、PTPタイ
ミングメッセージを交換することによって実現されます。PTPは、PTPドメインと呼ばれる論
理範囲内で動作します。

PTPプロセスは、マスター/スレーブ階層の確立とクロックの同期の2つのフェーズで構成され
ます。PTPドメイン内では、オーディナリクロックまたは境界クロックの各ポートが、次のプ
ロセスに従ってステートを決定します。

•受信したすべての（マスタ状態のポートによって発行された）アナウンスメッセージの内
容を検査します。

•外部マスタのデータセット（アナウンスメッセージ内）とローカルクロックで、優先順
位、クロッククラス、精度などを比較します。

•自身の状態がマスタまたはスレーブのいずれであるかを決定します。

マスター/スレーブ階層が確立されると、クロックは次のように同期されます。

•マスターはスレーブに同期メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。

•スレーブは同期メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。すべての同期メッセー
ジには、フォローアップメッセージがあります。したがって、同期メッセージの数は、

フォローアップメッセージの数と同じである必要があります。

•スレーブはマスターに遅延要求メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。

•マスターは遅延要求メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。

•マスターはスレーブに遅延応答メッセージを送信します。遅延要求メッセージの数は、遅
延応答メッセージの数と同じある必要があります。

•スレーブは、これらのタイムスタンプを使用して、クロックをマスターの時刻に調整しま
す。

ACIファブリックでは、PTP機能がAPIC内でグローバルに有効になっている場合、ソフトウェ
アがサポートされているスパインおよびリーフの特定のインターフェイスで自動的にPTPを有
効にします。この自動設定は、サポートされているすべてのノードで最適にPTPが有効になっ
ていることを保証します。外部グランドマスタクロックがない場合、スパインスイッチのい

ずれかがグランドマスタとして選択されます。PTPスレーブとして動作するように、マスタス
パインには他のスパインおよびリーフスイッチと比較して異なる PTP優先順位が与えられま
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す。この方法により、ファブリック内のすべてのリーフスイッチがマスタスパインの PTPク
ロックと同期します。

外部グランドマスタクロックがスパインに接続している場合、スパインは外部GMに同期し、
リーフノードに対してマスタとして動作します。

PTPデフォルト設定

次の表に、PTPパラメータのデフォルト設定を示します。

デフォルトパラメータ

境界クロックPTPデバイスタイプ

ツーステップクロックPTPクロックタイプ

0PTPドメイン

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプラ
イオリティ 1値

255クロックをアドバタイズする場合、PTPプラ
イオリティ 2値

1ログ秒PTPアナウンス間隔

3アナウンス間隔PTPアナウンスタイムアウト

0ログ秒PTP遅延要求間隔

-2ログ秒PTP同期間隔

1PTP VLAN

PTPは境界クロックモードのみで動作します。シスコでは、スイッチに接続された、同期を必
要とするクロックが含まれるサーバを使用して、グランドマスタークロック（10 MHz）アッ
プストリームを配置することを推奨します。

（注）

PTPの検証

目的コマンド

PTPのステータスを表示します。show ptp brief

ローカルクロックのプロパティ（クロック ID
など）を表示します。

show ptp clock
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目的コマンド

PTPプロセスが認識している外部マスターの
状態を表示します。外部マスターごとに、出

力に、クロック ID、基本的なクロックプロパ
ティ、およびクロックがグランドマスターと

して使用されているかどうかが表示されます。

show ptp clock foreign-masters record interface
ethernet slot/port

最後の数個の PTP修正を表示します。show ptp corrections

すべてのインターフェイスまたは指定された

インターフェイスの PTPパケットカウンタを
表示します。

show ptp counters [all |interface Ethernet
slot/port]

PTPの親のプロパティを表示します。show ptp parent

REST APIでアトミックカウンタを使用したトラブルシューティング

手順

ステップ 1 ファブリック内で展開されているエンドポイントツーエンドポイントアトミックカウンタの
リストを取得して、ドロップしたパケットの統計情報やパケットカウントなどの詳細を関連付

けるには、次のように XMLで dbgEpToEpTsIt を使用します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/class/dbgEpToEpRslt.xml

ステップ 2 外部 IPからエンドポイントアトミックカウンタと関連付けられているリストを取得するに
は、次の例のように XMLで dbgacExtToEpクラスを使用します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/class/dbgExtToEpRslt.xml

REST APIを使用した遅延および PTPの設定
フローポリシーパラメータを設定するには、Cisco APICトラブルシューティングガイドで原
子カウンタの設定の同じ手順に従います: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
aci/apic/sw/1-x/troubleshooting/b_APIC_Troubleshooting/b_APIC_Troubleshooting_chapter_0110.html#id_
40942。
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手順

ステップ 1 PTPモードを有効にするには：

例：

/api/node/mo/uni/fabric/ptpmode.xml
<latencyPtpMode state=”enabled”>

ステップ 2 EPに EPポリシーを設定します。

例：

<dbgacEpToEp name="EP_to_EP_Policy" adminSt="enabled" usage=“latency-stats” latencyCollect
= “histogram”>
</dbgacEpToEp>

ステップ 3 原子カウンタと遅延 (平均モード)の両方を有効にするのには、XMLが次のとおり

例：

<dbgacEpToEp name="EP_to_EP_Policy" adminSt="enabled" usage=“latency-stats|atomic-counter”
latencyCollect = “average”>
</dbgacEpToEp>

ステップ 4 コレクションのタイプを変更する 継続中モード ヒストグラム平均から。

例：

<latencyOngoingMode userMode=”histogram”>

Troubleshooting Using Faults

APIC障害の理解
From a management point of view we look at the Application Policy Infrastructure Controller (APIC)
from two perspectives:

•ポリシーコントローラ：すべてのファブリック構成が作成され、管理され、適用されてい
る場合。管理状態または構成状態の、総合的で最新のランタイム表示を維持します。

• Telemetry device - All devices (Fabric Switches, Virtual Switches, integrated Layer 4 to Layer 7
devices) in an Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) fabric report faults, events and statistics
to the APIC.

Faults, events, and statistics in the ACI fabric are represented as a collection of Managed Objects (MOs)
within the overall ACI Object Model/Management Information Tree (MIT). All objects within ACI can
be queried, including faults.このモデルでは、フォールトは、可変でステートフルな永続的MO
として表されます。
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図 5 :フォールトのライフサイクル

コンポーネントのフォールトやアラームなど、特定の状態が発生した場合は、システムはフォー

ルトMOを、そのMOの子オブジェクトとして作成し、基本的にそのフォールトに関連付けま
す。フォールトオブジェクトクラスでは、親オブジェクトクラスのフォールトルールにより

フォールト状態が定義されます。フォールトMOは、親、DN、RNなどを持つ通常のMOと
してMITに表示されます。フォールト「コード」は、FXXX形式の英数字文字列です。フォー
ルトコードの詳細については、『Cisco APIC Faults, Events, and System Messages Management
Guide』を参照してください。

REST APIで障害を使用したトラブルシューティング
MOはプロパティフィルタ、改ページなどを使用し、クラスや DN別に照会できます。

ほとんどの場合、フォールトMOは特定の状態が検出されたときに、システムによって自動的
に作成、エスカレーション、エスカレーション解除、および削除されます。MOには、所定の
コードを持つフォールトが最大で 1つある可能性があります。対応するフォールトMOがアク
ティブな間にある条件が複数回検出された場合は、そのMOに新たなインスタンスが作成され
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ることはありません。For example, if the same condition is detected multiple times for the same
affected object, only one fault is raised while a counter for the recurrence of that fault will be incremented.

フォールト状態がクリアされるまでは、フォールトMOはシステムに残ります。障害を排除す
るには、構成によって、またはファブリックの実行時状態を変更することによってのいずれか

で、そのフォールトを発生させている状態を解消する必要があります。フォールトが解消され

た状態またはそのままの状態にあり、その場合にそのフォールトをユーザが確認することで削

除できる場合は例外です。

重大度は、サービスを提供するシステムまたはコンポーネントの能力の状態への予測される影

響力を示します。

値は次のとおりです。

• Warning（ほとんど影響しない）

• Minor

• Major

• Critical（システムまたはコンポーネントが完全に使用できなくなる）

フォールトMOの作成が、以下のような内部プロセスによって引き起こされる可能性がありま
す。

•有限状態マシン（FSM）の遷移、またはコンポーネントフォールトの検出

•さまざまな障害ポリシーによって指定された状態（一部はユーザーによる設定が可能）

ヘルススコア、データトラフィック、温度などの統計的な測定値にフォールトしきい値を設定

できます。

（注）

手順

ステップ 1 「3tierapp」という名前のテナントのヘルススコアを取得するには、次のようにファブリック
に RESTクエリを送信します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/tn-3tierapp.xml?query-target=self&rsp-subtreeinclude=
health

ステップ 2 「3tierapp」という名前のテナントの統計情報を取得するには、次のようにファブリックにREST
クエリを送信します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/tn-3tierapp.xml?query-target=self&rsp-subtreeinclude=
stats
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ステップ 3 リーフノードの障害を取得するには、次のようにファブリックに、RESTクエリを送信しま
す。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-103.xml?query-target=self&rspsubtree-
include=faults

統計情報

REST APIを使用した統計情報モニタリングポリシーの設定する
ファブリックのモニタリングおよびトラブルシューティングの統計情報を使用するには、統計

情報収集ポリシーおよび統計情報エクスポートポリシーを設定して、APICの多くのオブジェ
クトをモニタできます。

手順

ステップ 1 REST APIを使用して統計情報収集ポリシーを作成するには、次の例のようにXMLで POST要
求を送信します。

例：

<monEPGPol name="MonPol1" dn="uni/tn-tenant64/monepg-MonPol1">
<monEPGTarget name="" descr="" scope="eventSevAsnP"/>
<monEPGTarget name="" descr="" scope="faultSevAsnP"/>
<monEPGTarget name="" descr="" scope="fvBD">
<statsHierColl name="" descr="" histRet="inherited" granularity="5min"

adminState="inherited"/>
</monEPGTarget>
<monEPGTarget name="" descr="" scope="syslogRsDestGroup"/>
<monEPGTarget name="" descr="" scope="syslogSrc"/>
<monEPGTarget name="" descr="" scope="fvCtx"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="none" granularity="1w" adminState="enabled"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="none" granularity="1qtr" adminState="enabled"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="1w" granularity="1h" adminState="enabled"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="1d" granularity="15min" adminState="enabled"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="none" granularity="1year" adminState="enabled"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="none" granularity="1mo" adminState="enabled"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="1h" granularity="5min" adminState="enabled"/>
<statsHierColl name="" descr="" histRet="10d" granularity="1d" adminState="enabled"/>
<syslogSrc name="VRF64_SyslogSource" descr="" minSev="warnings" incl="faults">
<syslogRsDestGroup tDn="uni/fabric/slgroup-tenant64_SyslogDest"/>
</syslogSrc>
</monEPGPol>

ステップ 2 統計情報エクスポートポリシーを設定するには、次の例のように XMLで POST要求を送信し
ます（JSONまたは XML形式のいずれかを使用できます）。

例：
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<statsExportP
name="" descr="" frequency="stream" format="xml" compression="gzip">

<statsDestP name="tenant64_statsExportDest" descr="" userName="" remotePort="0"
remotePath="192.168.100.20" protocol="sftp" host="192.168.100.1">

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

</statsExportP>

切断されたリーフの復旧

切断されたリーフの復旧

リーフにプッシュされた設定により、リーフのすべてのファブリックインターフェイス（リー

フをスパインに接続するインターフェイス）が無効になっている場合、リーフへの接続は完全

に失われ、リーフはファブリックで無効になります。リーフに設定をプッシュしようとして

も、接続が失われているため実行されません。この章では、切断したリーフの回復方法につい

て説明します。

REST APIを使用して切断されたリーフを回復する
切断されたリーフを回復するには、次の手順を使用して少なくとも 1つのファブリックイン
ターフェイスを有効する必要があります。残りのインターフェイスは、GUI、REST APIまた
は CLIを使用して有効にできます。

最初のインターフェイスを有効にするには、REST APIを使用してポリシーを POSTし、POST
したポリシーを削除してファブリックポートを無効にします。以下のように、リーフにポリ

シーを POSTして、無効のポートを有効にすることができます。

次の例では、1/49はスパインに接続しているリーフポートの 1つであると想定しています。（注）

手順

ステップ 1 APICからブラックリストポリシーをクリアします（REST APIを使用）。

例：

$APIC_Address/api/policymgr/mo/.xml
<polUni>

<fabricInst>
<fabricOOServicePol>

<fabricRsOosPath
tDn="topology/pod-1/paths-$LEAF_Id/pathep-[eth1/49]" lc="blacklist" status ="deleted"
/>

</fabricOOServicePol>
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</fabricInst>
</polUni>

ステップ 2 l1EthIfSetInServiceLTaskを使用して必要なインターフェイスを起動するために、ローカルタ
スクをノード自体に POSTします。

例：

$LEAF_Address/api/node/mo/topology/pod-1/node-$LEAF_Id/sys/action.xml
<actionLSubj oDn="sys/phys-[eth1/49]">
<l1EthIfSetInServiceLTask adminSt='start'/>
</actionLSubj>

Permitと契約し、ロギングを拒否契約および Tabooのト
ラブルシューティング

契約、タブー契約は、REST APIを使用してフィルタの確認
このトピックでは、契約、タブー契約は、およびフィルタを確認する REST API XMLを提供
します。

手順

ステップ 1 プロバイダーの EPGまたは XMLで、次の例などの外部ネットワークには、契約を確認しま
す。

例：

QUERY https://apic-ip-address/api/node/class/fvRsProv.xml

ステップ 2 消費者の次の例など、EPGと XMLの契約を確認します。

例：

QUERY https://apic-ip-address/api/node/class/fvRsCons.xml

ステップ 3 次の例など XMLを使用してエクスポートされた契約を確認します。

例：

QUERY https://apic-ip-address/api/node/class/vzCPif.xml

ステップ 4 次の例などと XMLの VRFの契約を確認します。

例：

QUERY https://apic-ip-address/api/node/class/vzBrCP.xml

ステップ 5 次の例などと XMLタブー契約を確認します。

例：
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QUERY https://apic-ip-address/api/node/class/vzTaboo.xml

EPGのタブー契約は、Epgの契約と同じクエリを使用します。

ステップ 6 次の例など XMLを使用してフィルタを確認します。

例：

QUERY https://apic-ip-address/api/node/class/vzFilter.xml

REST APIを使用した ACL許可および拒否ログ
次の例は、REST APIを使用して、トラフィックフローのレイヤ 2拒否ログデータを表示する
方法を示しています。次のMOを使用してクエリを送信することができます。

• acllogDropL2Flow

• acllogPermitL2Flow

• acllogDropL3Flow

• acllogPermitL3Flow

• acllogDropL2Pkt

• acllogPermitL2Pkt

• acllogDropL3Pkt

• acllogPermitL3Pkt

始める前に

ACL契約許可および拒否ログのデータを表示する前に、許可または拒否ロギングを有効にする
必要があります。

手順

レイヤ 3ドロップログデータを表示するには、REST APIを使用して次のクエリを送信しま
す。

GET https://apic-ip-address/api/class/acllogDropL3Flow

例：

次の例では、サンプル出力をいくつか示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata totalCount="2">

<acllogPermitL3Flow childAction=""
dn="topology/pod-1/node-101/ndbgs/acllog/tn-common/ctx-inb

/permitl3flow-spctag-333-dpctag-444-sepgname-unknown-depgname-unknown-sip-[100:c000:a00:700:b00:0:f00:0]
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-dip-[19.0.2.10]-proto-udp-sport-17459-dport-8721-smac-00:00:15:00:00:28-dmac-00:00:12:00:00:25-sintf-

[port-channel5]-vrfencap-VXLAN: 2097153" dstEpgName="unknown" dstIp="19.0.2.10"
dstMacAddr="00:00:12:00:00:25"

dstPcTag="444" dstPort="8721" lcOwn="local" modTs="never" monPolDn=""
protocol="udp" srcEpgName="unknown"

srcIntf="port-channel5" srcIp="100:c000:a00:700:b00:0:f00:0"
srcMacAddr="00:00:15:00:00:28" srcPcTag="333"

srcPort="17459" status="" vrfEncap="VXLAN: 2097153"/>
<acllogPermitL3Flow childAction=""

dn="topology/pod-1/node-102/ndbgs/acllog/tn-common/ctx-inb

/permitl3flow-spctag-333-dpctag-444-sepgname-unknown-depgname-unknown-sip-[100:c000:a00:700:b00:0:f00:0]-dip-

[19.0.2.10]-proto-udp-sport-17459-dport-8721-smac-00:00:15:00:00:28-dmac-00:00:12:00:00:25-sintf-

[port-channel5]-vrfencap-VXLAN: 2097153" dstEpgName="unknown" dstIp="19.0.2.10"
dstMacAddr="00:00:12:00:00:25"

dstPcTag="444" dstPort="8721" lcOwn="local" modTs="never" monPolDn=""
protocol="udp" srcEpgName="unknown"

srcIntf="port-channel5" srcIp="100:c000:a00:700:b00:0:f00:0"
srcMacAddr="00:00:15:00:00:28" srcPcTag="333"

srcPort="17459" status="" vrfEncap="VXLAN: 2097153"/>
</imdata>

Troubleshooting Using Digital Optical Monitoring Statistics

REST APIを使うデジタルオプティカルモニタリングを使用したトラ
ブルシューティング

DOM統計情報を XMLの REST APIクエリを使用して表示するには、次の手順に従います。

始める前に

インターフェイスのDOM統計情報を表示するには、インターフェイスのデジタルオプティカ
ルモニタリング（DOM）を事前に有効にしておく必要があります。

手順

次の例は、REST APIクエリを使用して、物理インターフェイスについての DOM統計情報
（node-104の eth1/25）を表示する方法を示しています。
GET
https://apic-ip-address/api/node/mo/topology/pod-1/node-104/sys/phys-[eth1/25]/phys/domstats.xml?
query-target=children&target-subtree-class=ethpmDOMRxPwrStats&subscription=yes

次の応答が返されます。
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response : {
"totalCount":"1",

"subscriptionId":"72057611234705430",
"imdata":[

{"ethpmDOMRxPwrStats":{
"attributes":{

"alert":"none",
"childAction":"",
"dn":"topology/pod-1/node-104/sys/phys[eth1/25]/phys/domstats/rxpower",
"hiAlarm":"0.158490",
"hiWarn":"0.079430",
"loAlarm":"0.001050",
"loWarn":"0.002630",
"modTs":"never",
"status":"",
"value":"0.139170"}}}]}

ポートトラッキングを使用したトラブルシューティング

アップリンク障害検出のためのポートトラッキングポリシー

アップリンク障害検出は、ファブリックアクセスグローバルポートトラッキングポリシーで

有効化できます。ポートトラッキングポリシーは、リーフスイッチとスパインスイッチ間の

リンクの状態を監視します。有効なポートトラッキングポリシーがトリガーされると、リー

フスイッチは、EPGによって導入されたスイッチ上のすべてのアクセスインターフェイスを
ダウンさせます。

ポートトラッキングは、[ファブリック] > [外部アクセスポリシー] > [ポリシー] > [グローバ
ル] > [ポートトラッキング]の下にあります。

（注）

各リーフスイッチには、各スパインスイッチに最大6個のアップリンク接続があります。ポー
トトラッキングポリシーは、ポリシーをトリガーするアップリンク接続の数と、指定のアッ

プリンク数を超えた後にリーフスイッチアクセスポートを復旧させる遅延タイマーを指定し

ます。

ポートトラッキングポリシーの動作の例を次に示します。

•各リーフスイッチからスパインスイッチへのアクティブなアップリンク接続の数は、最
大 6つです。

•ポートトラッキングポリシーは、ポリシーをトリガーする各リーフスイッチのアクティ
ブなアップリンク接続のしきい値を 2に指定します。

•リーフスイッチからスパインスイッチへのアクティブなアップリンク接続数が 2まで減
少すると、ポートトラッキングポリシーがトリガーされます。
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•各リーフスイッチはそのアップリンク接続を監視し、ポリシーで指定されたしきい値に
従ってポートトラッキングポリシーをトリガーします。

•アップリンク接続が復旧すると、リーフスイッチは遅延タイマーの時間が満了するのを待
ち、その後、そのアクセスポートを復旧させます。これにより、ファブリックには、リー

フスイッチアクセスポートでトラフィックが再開する前に再コンバージェンスできる時

間が確保されます。大きなファブリックでは、遅延タイマーの時間を長めに設定すること

が必要な場合があります。

このポリシーの設定には注意が必要です。ポートトラッキング設定において、ポートトラッ

キングをトリガーするアクティブなスパインリンク数を過剰に大きく設定すると、すべての

リーフスイッチアクセスポートがダウンします。

（注）

REST APIを使用したポートトラッキング

始める前に

この手順では、REST APIを使用したポートトラッキング機能の使用方法について説明しま
す。

手順

ステップ 1 REST APIを使用して、次のようにポートトラッキング機能をオンにします（admin state：
on）。
<polUni>
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraPortTrackPol name="default" delay="5" minlinks="4" adminSt="on">

</infraPortTrackPol>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 2 REST APIを使用して、次のようにポートトラッキング機能をオフにします（admin state：
off）。
<polUni>
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraPortTrackPol name="default" delay="5" minlinks="4" adminSt=“off">

</infraPortTrackPol>
</infraInfra>
</polUni>
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不要な _ui_オブジェクトの削除

REST APIを使用した不要な _ui_オブジェクトの削除
Cisco APIC GUIを使用する前に Cisco NX OSスタイル CLIで変更を行い、名前の先頭に _ui_
が付加されたオブジェクトが表示された場合は、APIに対して次を含む REST API要求を実行
することでこれらのオブジェクトを削除できます。

•クラス名（例：infraAccPortGrp）

• Dn属性（例：dn="uni/infra/funcprof/accportgrp-__ui_l101_eth1--31"

• status="deleted"に設定したステータス属性

次の手順で APIに POSTを実行します。

手順

ステップ 1 削除するオブジェクトへの書き込みアクセス権を持つユーザアカウントにログインします。

ステップ 2 APIに次の例のような POSTを送信します。
POST https://192.168.20.123/api/mo/uni.xml
Payload:<infraAccPortGrp dn="uni/infra/funcprof/accportgrp-__ui_l101_eth1--31"
status="deleted"/>

Troubleshooting Using Contract Permit and Deny Logs

ACL契約の許可および拒否ログについて
契約ルールのトラフィックフローをログ記録および監視するには、契約の許可ルールのため送

信されることが許可されたパケットまたはフローのログを有効化および表示するか、契約の許

可ルールのためドロップされたフローのログを有効化および表示できます。

•禁止契約拒否ルール

•契約の件名でアクションを拒否する

•契約または件名の例外

• ACLファブリックの ACL契約許可および拒否のログは、EXまたは FXで終わる名前の
Nexus 9000シリーズスイッチと、それ以降のすべてのモデルでのみサポートされていま
す。たとえば、N9K-C93180LC-EXや N9K-C9336C-FXのように指定してください。
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•管理契約のフィルタでログ directiveを使用することはサポートされていません。ログ
directiveを設定すると、ゾーン分割ルールの展開エラーが発生します。

標準および禁止契約と件名についての詳細は、『CiscoApplication Centric Infrastructure
Fundamentals』および『Cisco APIC Basic Configuration Guide』を参照してください。

ACL許可および拒否ログ出力に含まれる EPGデータ

Cisco APIC、リリース 3.2(1)まで、ACL許可および拒否ログでは、記録されている契約に関連
付けられた EPGを識別していませんでした。リリース 3.2(1)では、送信元 EPGと送信先 EPG
が ACI許可および拒否ログの出力に追加されます。ACL許可および拒否ログには、次の制限
を持つ関連 EPGを含めます。

•ネットワーク内の EPGの配置によっては、ログの EPGデータを使用できない場合があり
ます。

•設定の変更が発生するとき、ログデータが期限切れになっている可能性があります。安定
した状態では、ログデータは正確です。

ログが次にフォーカスされているとき、許可および拒否ログの EPGデータは最も正確になり
ます。

•入力 TORで入力ポリシーがインストールされており、出力 TORで出力ポリシーがインス
トールされている場合の EPGから EPGへのフロー。

•境界リーフ TORで 1個のポリシーが適用され、非 BL TORで他のポリシーが適用されて
いる場合の EPGから L3Outへのフロー。

ログ出力の EPGは、共有サービス（共有 L3Outsを含む）で使用される uSeg Epgまたは Epg
ではサポートされていません。

REST APIを使用した ACL契約許可ロギングの有効化
次の例は、REST APIを使用して許可および拒否ロギングを有効にする方法を示しています。
この例では、ACLの許可を設定し、件名 Permit設定し、設定されたアクションを拒否するに
は、契約のロギングを拒否します。

手順

この設定では、次の例のように XMLで postを送信します。

例：

<vzBrCP dn="uni/tn-Tenant64/brc-C64" name="C64" scope="context">
<vzSubj consMatchT="AtleastOne" name="HTTPSsbj" provMatchT="AtleastOne"

revFltPorts="yes" rn="subj-HTTPSsbj">
<vzRsSubjFiltAtt action="permit" directives="log" forceResolve="yes"

priorityOverride="default"
rn="rssubjFiltAtt-PerHTTPS" tDn="uni/tn-Tenant64/flt-PerHTTPS" tRn="flt-PerHTTPS"
tnVzFilterName="PerHTTPS"/>

Cisco APIC REST API設定ガイド
147

パート 2:一般的な APICタスク REST APIを使用して

REST APIを使用した ACL契約許可ロギングの有効化



</vzSubj>
<vzSubj consMatchT="AtleastOne" name="httpSbj" provMatchT="AtleastOne"

revFltPorts="yes" rn="subj-httpSbj">
<vzRsSubjFiltAtt action="deny" directives="log" forceResolve="yes"

priorityOverride="default"
rn="rssubjFiltAtt-httpFilter" tDn="uni/tn-Tenant64/flt-httpFilter" tRn="flt-httpFilter"
tnVzFilterName="httpFilter"/>

</vzSubj>
<vzSubj consMatchT="AtleastOne" name="subj64" provMatchT="AtleastOne" revFltPorts="yes"

rn="subj-subj64">
<vzRsSubjFiltAtt action="permit" directives="log" forceResolve="yes"

priorityOverride="default"
rn="rssubjFiltAtt-icmp" tDn="uni/tn-common/flt-icmp" tRn="flt-icmp" tnVzFilterName="icmp"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

REST APIを使用した禁止契約拒否ロギングの有効化
次の例は、REST APIを使用して禁止契約拒否ロギングを有効にする方法を示しています。

手順

タブー契約を設定するロギングを拒否する、次の例のように XMLで postを送信します。

例：

<vzTaboo dn="uni/tn-Tenant64/taboo-TCtrctPrefix" name="TCtrctPrefix" scope="context">
<vzTSubj name="PrefSubj" rn="tsubj-PrefSubj"">

<vzRsDenyRule directives="log" forceResolve="yes" rn="rsdenyRule-default"
tCl="vzFilter"
tDn="uni/tn-common/flt-default" tRn="flt-default"/>

</vzTSubj>
</vzTaboo>

REST APIを使用した ACL許可および拒否ログ
次の例は、REST APIを使用して、トラフィックフローのレイヤ 2拒否ログデータを表示する
方法を示しています。次のMOを使用してクエリを送信することができます。

• acllogDropL2Flow

• acllogPermitL2Flow

• acllogDropL3Flow

• acllogPermitL3Flow

• acllogDropL2Pkt

• acllogPermitL2Pkt
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• acllogDropL3Pkt

• acllogPermitL3Pkt

始める前に

ACL契約許可および拒否ログのデータを表示する前に、許可または拒否ロギングを有効にする
必要があります。

手順

レイヤ 3ドロップログデータを表示するには、REST APIを使用して次のクエリを送信しま
す。

GET https://apic-ip-address/api/class/acllogDropL3Flow

例：

次の例では、サンプル出力をいくつか示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata totalCount="2">

<acllogPermitL3Flow childAction=""
dn="topology/pod-1/node-101/ndbgs/acllog/tn-common/ctx-inb

/permitl3flow-spctag-333-dpctag-444-sepgname-unknown-depgname-unknown-sip-[100:c000:a00:700:b00:0:f00:0]

-dip-[19.0.2.10]-proto-udp-sport-17459-dport-8721-smac-00:00:15:00:00:28-dmac-00:00:12:00:00:25-sintf-

[port-channel5]-vrfencap-VXLAN: 2097153" dstEpgName="unknown" dstIp="19.0.2.10"
dstMacAddr="00:00:12:00:00:25"

dstPcTag="444" dstPort="8721" lcOwn="local" modTs="never" monPolDn=""
protocol="udp" srcEpgName="unknown"

srcIntf="port-channel5" srcIp="100:c000:a00:700:b00:0:f00:0"
srcMacAddr="00:00:15:00:00:28" srcPcTag="333"

srcPort="17459" status="" vrfEncap="VXLAN: 2097153"/>
<acllogPermitL3Flow childAction=""

dn="topology/pod-1/node-102/ndbgs/acllog/tn-common/ctx-inb

/permitl3flow-spctag-333-dpctag-444-sepgname-unknown-depgname-unknown-sip-[100:c000:a00:700:b00:0:f00:0]-dip-

[19.0.2.10]-proto-udp-sport-17459-dport-8721-smac-00:00:15:00:00:28-dmac-00:00:12:00:00:25-sintf-

[port-channel5]-vrfencap-VXLAN: 2097153" dstEpgName="unknown" dstIp="19.0.2.10"
dstMacAddr="00:00:12:00:00:25"

dstPcTag="444" dstPort="8721" lcOwn="local" modTs="never" monPolDn=""
protocol="udp" srcEpgName="unknown"

srcIntf="port-channel5" srcIp="100:c000:a00:700:b00:0:f00:0"
srcMacAddr="00:00:15:00:00:28" srcPcTag="333"

srcPort="17459" status="" vrfEncap="VXLAN: 2097153"/>
</imdata>
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第 III 部

パート 3: APICと REST APIを使用して、
ファブリックの設定

• APICクラスタの管理（153ページ）
•ファブリックの管理（161ページ）
•テナントポリシーの設定（165ページ）
•コアサービスのプロビジョニング（219ページ）
•レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング（245ページ）
•レイヤ 3アウトサイド接続のプロビジョニング（333ページ）
•「Configuring QoS」（431ページ）
•レイヤ 4からレイヤ 7のサービスの管理（439ページ）
•セキュリティの設定（485ページ）
•クォータ管理の作成（525ページ）
•スケールプロファイルポリシーの転送を設定する（527ページ）





第 9 章

APICクラスタの管理

•クラスタ管理の注意事項（153ページ）
• Expanding and Contracting Clusters（154ページ）
• Managing Cluster High Availability（157ページ）

クラスタ管理の注意事項

クラスタ管理の注意事項

APICクラスタは複数の APICコントローラで構成され、ACIファブリックに対する統合され
たリアルタイムモニタリング、診断および構成管理機能がオペレータに提供されます。最適な

システムパフォーマンスが得られるように、APICクラスタを変更する場合は次のガイドライ
ンに従ってください。

クラスタへの変更を開始する前に、必ずその状態を確認してください。クラスタに対して計画

した変更を実行するときは、クラスタ内のすべてのコントローラが正常である必要がありま

す。クラスタ内の 1つ以上のAPICコントローラのヘルスステータスが「十分に正常」でない
場合は、先に進む前にその状況を修復してください。また、APICに追加されたクラスタコン
トローラがAPICクラスタ内の他のコントローラと同じファームウェアバージョンを実行して
いるか確認してください。

（注）

クラスタを管理する場合、次の一般的ガイドラインに従ってください。

•追加のスタンバイ apicのパフォーマンスと、クラスタ内には少なくとも 3アクティブ apic
のパフォーマンスがあることを推奨します。3、5、または 7 apicのパフォーマンスのクラ
スタサイズが推奨されます。4または 6 apicのパフォーマンスのクラスタサイズは推奨さ
れません。

•現在クラスタにない APICからのクラスタ情報は無視します。正確なクラスタ情報ではあ
りません。
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•クラスタスロットには、 APIC ChassisIDが含まれます。スロットを設定すると、割り当

てられた ChassisIDの APICを解放するまでそのスロットは使用できません。

• APICファームウェアアップグレードが進行中の場合は、それが完了し、クラスタが完全
に適合するまでクラスタへの他の変更はしないでください。

• APICを移動する際は、最初に正常なクラスタがあることを確認します。APICクラスタの
状態を確認するには、後にシャットダウンするAPICを選択します。Apic内を移動、APIC
はシャットダウンがある後で再を接続し、[電源を入れます。GUIから、クラスタ内のす
べてのコントローラが完全に適合状態に戻すことを確認します。

のみ、一度に 1つの apic内を移動します。（注）

• APICクラスタは、2つまたは複数のグループに分割されます、ノードの IDを変更し、変
更はすべて apicのパフォーマンス全体では同期されません。APIC GUIで、インベントリ
に apicのパフォーマンスとも影響を受けるリーフノード間の Idが表示されないノードで
これ、矛盾が引き起こされる可能性があります。APICクラスタを分割すると、APICから
の影響を受けるリーフノードの使用停止し、ここでもに登録するため、ノード Idでの矛
盾が解決されると、apicのパフォーマンス、クラスタ内のヘルスステータスが完全に適合
状態ではします。

• APICクラスタを設定する前に、すべてのapicのパフォーマンスが同じファームウェアバー
ジョンを実行していることを確認します。異なるバージョンを実行してapicのパフォーマ
ンスの最初のクラスタリングはサポートされていない動作し、クラスタ内の問題が発生す

る可能性があります。

ここでは、次の内容について説明します。

Expanding and Contracting Clusters

APICクラスタサイズの拡大
APICクラスタサイズを拡大するには、次のガイドラインに従ってください。

•クラスタの拡大がファブリックのワークロードの要求に影響しないときに、クラスタの拡
大を予定します。

•クラスタ内の 1つ以上のAPICコントローラのヘルスステータスが「十分に正常」でない
場合は、先に進む前にその状況を修復してください。

•ハードウェアインストレーションガイドの手順に従って、新しい APICコントローラを
準備します。PINGテストでインバンド接続を確認します。

•クラスタの目標サイズを既存のクラスタサイズコントローラ数に新規コントローラ数を
加えた数になるように増やします。たとえば、既存のクラスタサイズコントローラの数
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が 3で、3台のコントローラを追加する場合は、新しいクラスタの目標サイズを 6に設定
します。クラスタは、クラスタにすべての新規コントローラが含まれるまで一度にコント

ローラ 1台ずつ順にサイズを増やします。

既存の APICコントローラが利用できなくなった場合、クラスタ
の拡大は停止します。クラスタの拡大を進める前に、この問題を

解決します。

（注）

•各アプライアンスの追加時に APICが同期化しなければならないデータ量によって、拡大
処理を完了するために必要な時間はアプライアンスごとに 10分を超える可能性がありま
す。クラスタが正常に拡大すると、APICの運用サイズと目標サイズが同じになります。

APICがクラスタの拡大を完了するまでは、クラスタに追加の変
更をしないようにします。

（注）

Cisco APIC Clusterのクラスタの拡大
Cisco APICのクラスタの拡大とは、正当な境界内で、クラスタサイズを Nから N+1へサイズ
の不一致を増加させる動作です。オペレータが管理クラスタサイズを設定し、適切なクラスタ

IDの APICを接続すると、クラスタが拡張を実行します。

クラスタの拡大時は、APICコントローラを物理的に接続した順序に関係なく、APICの ID番
号順に検出および拡大が実行されます。たとえば、APIC2が APIC1の後で検出され、APIC3
がAPIC2の後に検出され、以降、クラスタに追加する必要のあるすべてのAPICが検出される
まで続行されます。各APICが順番に検出されるとともに、単一または複数のデータパスが確
立され、パスに沿ってすべてのスイッチがファブリックに参加します。拡張プロセスは稼動中

のクラスタサイズが管理クラスタサイズと同等に達するまで続行されます。

REST APIを使用した APICクラスタの拡大
クラスタは、実際のサイズを目標サイズに合わせます。目標サイズが実際のサイズよりも大き

い場合、クラスタサイズが拡大します。

手順

ステップ 1 APICクラスタのサイズを拡大するために目標のクラスタサイズを設定します。

例：

POST
https://<IP address>/api/node/mo/uni/controller.xml
<infraClusterPol name='default' size=3/>
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ステップ 2 クラスタに追加する APICコントローラを物理的に接続します。

Cisco APICクラスタの縮小
Cisco APICクラスタの縮小とは、正当な境界内で、クラスタサイズ Nから N -1へサイズの不
一致を軽減する動作です。縮小によってクラスタ内の残りの APICの計算およびメモリの負荷
が増大し、解放された APICクラスタのスロットはオペレータ入力だけで使用できなくなりま
す。

クラスタの縮小の際は、クラスタ内の最後の APICを最初に解放し、以降逆順で連続的に行い
ます。たとえば、APIC4は APIC3の前に解放し、APIC3は APIC2の前に解放する必要があり
ます。

REST APIを使用した APICクラスタの縮小
クラスタは、実際のサイズを目標サイズに合わせます。目標サイズが実際のサイズより小さい

場合、クラスタサイズは縮小します。

手順

ステップ 1 APICクラスタのサイズを縮小するため、目標のクラスタサイズを設定します。

例：

POST
https://<IP address>/api/node/mo/uni/controller.xml
<infraClusterPol name='default' size=1/>

ステップ 2 クラスタ縮小のための APIC1上の APIC3の解放

例：

POST
https://<IP address>/api/node/mo/topology/pod-1/node-1/av.xml
<infraWiNode id=3 adminSt='out-of-service'/>

ステップ 3 クラスタ縮小のための APIC1上の APIC2の解放

例：

POST
https://<IP address>/api/node/mo/topology/pod-1/node-1/av.xml
<infraWiNode id=2 adminSt='out-of-service'/>
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Managing Cluster High Availability

に関する Cold Standby APICクラスタの
Cold StandbyAPICクラスタの機能を使用すると、アクティブ/スタンバイモードでクラスタ apic
のパフォーマンスを動作します。Apic内で、指定したアクティブな apicのパフォーマンス共
有負荷をクラスタ化し、指定のスタンバイ apicのパフォーマンスがアクティブクラスタ apic
のパフォーマンスのいずれかの交換用のとして動作できます。

管理者ユーザとしてを設定することができます、 Cold Standby APICが初めて起動したときに
機能します。クラスタ内の少なくとも 3つ apicのアクティブなパフォーマンスとスタンバイ
apic 1つ以上のパフォーマンスがあることをお勧めします。スタンバイ apic内でアクティブな
APICを置き換えるには、管理者ユーザとして経由でスイッチを開始できます。

特記事項

•スタンバイ APICは、アクティブなクラスタと同じファームウェアバージョンでバック
アップ APICを保持するファームウェアのアップデートを自動的に更新されます。

•アップグレードプロセス中に、apicのすべてのアクティブなパフォーマンスをアップグ
レードすると、スタンバイ APICもありますが自動的にアップグレードします。

•スタンバイ apicのパフォーマンスには、一時的な Idが割り当てられます。スタンバイ
APICは、アクティブ APICを経由でスイッチングは、新しい IDが割り当てられます。

•スタンバイ APICでは、Admin loginが有効になっていません。トラブルシューティング
Cold Standby、として SSHを使用して、スタンバイにログインする必要があります 復旧
ユーザ 。

•スイッチオーバー交換のアクティブな APIC中に電源がオフになって、交換された APIC
への接続を防止します。

•次の条件が失敗する経由でスイッチします。

•スタンバイ APICへの接続がない場合。

•スタンバイ APICのファームウェアバージョンがしない場合、アクティブなクラスタ
のと同じです。

•アクティブにスタンバイ APIC経由でスイッチング、後にのみのスタンバイ状態である場
合、新しいスタンバイを設定する必要があります。

•上の失敗後にスタンバイ APICのアドレスアウトオブバンド維持するため次の制限が適
用されます。

•スタンバイ (新しいアクティブ) APICが 1つ以上のアクティブ apicのパフォーマンス
がダウンまたは使用できない場合は、アウトバンドアドレスの残されません。
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•スタンバイ (新しいアクティブ) APIC可能性がありますがアクティブ APICとは異な
るサブネットにある場合、そのアウトバンドアドレスの残されません。この制限は

APIC 2.xのリリースに対してのみ適用されます。

•スタンバイ (新しいアクティブ) APICでは、IPv6アドレスアウトオブバンドが保持
されない可能性があります。この制限は適用されません APICから開始リリース 3.1
x。

•スタンバイ (新しいアクティブ) APIC可能性があります (古い active))]を交換するには
ポリシーを以外のスタティックOOB管理 IPアドレスが設定されている場合、そのア
ウトバンドアドレスの残されません APIC。

アドレスアウトオブバンドスタンバイ apicのパフォーマンスを
保持するには、制限のいずれかを確認する場合に置換操作が正常

に完了した後に、交換された apic内の OOBポリシーを手動で変
更する必要があります。

（注）

•これを置き換えることも、アクティブなapicのパフォーマンスと同じポッドでスタンバイ
apicのパフォーマンスを維持することをお勧めします。

•スタンバイ APICを追加するには 3つのアクティブな apicのパフォーマンスが必要があり
ます。

•スタンバイ APICポリシー設定または管理で参加しません。

• Admin資格情報を含む、スタンバイコントローラに複製されるので情報はありません。

REST APIを使用してアクティブ APICとスタンバイ APICを切り替える
REST APIを使用してアクティブなAPICとスタンバイAPICを切り替えるには、この手順を使
用します。

手順

アクティブ APICとスタンバイ APICを切り替えます。
URL for POST: https://ip
address/api/node/mo/topology/pod-initiator_pod_id/node-initiator_id/av.xml
Body: <infraWiNode id=outgoing_apic_id targetMbSn=backup-serial-number/>
where initiator_id = id of an active APIC other than the APIC being replaced.
pod-initiator_pod_id = pod ID of the active APIC
backup-serial-number = serial number of standby APIC

例：
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https://ip address/api/node/mo/topology/pod-1/node-1/av.xml
<infraWiNode id=2 targetMbSn=FCH1750V00Q/>
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第 10 章

ファブリックの管理

•グレースフル挿抜（GIR）モード（161ページ）
• REST APIを使用して、メンテナンスモードにスイッチを削除（162ページ）
• CLIを使用して操作モードにスイッチを挿入する（163ページ）

グレースフル挿抜（GIR）モード
正常な挿入および削除 (登場させ)モードでは、またはメンテナンスモードでは、最小サービ
スの中断でネットワークからのスイッチを特定するためにできます。登場させモードでトラ

フィックの影響を与えずにリアルタイムのデバッグを実行することができます。

グレースフル挿抜を使用してスイッチを正常に取り出し、そのスイッチをネットワークから分

離して、デバッグ操作を実行することができます。スイッチは、最小限のトラフィックの中断

だけで、通常の転送パスから取り外されます。デバッグ操作の実行が終了したら、グレースフ

ル挿入を使用して、そのスイッチを完全な運用（通常）モードに戻すことができます。正常に

削除、外部のすべてのプロトコルが適切に電源を切るファブリックプロトコル (IS-IS)を除く
と、スイッチは、ネットワークから切り離します。メンテナンスモード時に、最大メトリック

は IS-IS内でアドバタイズ、 Cisco Application Centric Infrastructure ( Cisco ACI )ファブリックお
よびそのため、メンテナンスモード TORがスパインスイッチからのトラフィックをひく点さ
れません。さらに、前面パネルのすべてのインターフェイスは、スイッチファブリックイン

ターフェイスを除くでシャットダウンされます。グレースフルの挿入で、スイッチは自動的に

廃棄、再起動、および recommissioned。再稼働が完了したら、外部のすべてのプロトコルを復
元し、IS-ISで最大のメトリックは 10分後にリセットされます。

次のプロトコルがサポートされています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）

• Open Shortest Path First（OSPF）

•リンク集約制御プロトコル（LACP）
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特記事項

•アップグレードまたはダウングレードメンテナンスモードでスイッチがサポートされて
いません。

•イーサネットポートモジュールでは、インターフェイスを増殖停止、スイッチは、メン
テナンスモードでは、通知に関連します。その結果、リモートスイッチを再起動するか、

またはこの時間中にファブリックリンクかを調べますは、ファブリックリンクはありま

せん確立した後で、スイッチがリブート手動でない限り (を使用して、 acidiagタッチク
リーン コマンド)、廃棄、および recommissioned。

•複数のポッドの 再配布されたルートのメトリックを IS-IS 63未満に設定する必要があり
ます。設定を 再配布されたルートのメトリックを IS-IS 、選択 ファブリック > ファブ
リックポリシー > ポッドポリシー > IS-ISポリシー 。

•既存の登場させには、すべてのレイヤ3トラフィック迂回がサポートされています。LACP
でレイヤ 2のすべてのトラフィックは、冗長ノードを迂回も。ノードは、メンテナンス
モードに入ります、されるとすぐに、ノードで実行されているLACPは、不要になった集
約できるようにポートチャネルの一部としてネイバーを通知します。すべてのトラフィッ

クは vPCピアノードを迂回します。

•登場させアップグレードの Cisco Application Policy Infrastructure Controller ( Cisco APIC )-接
続のリーフスイッチは、さまざまなメンテナンスグループに配置する必要がありますよ

うに、 Cisco APIC -接続のリーフスイッチがアップグレードされた 1つずつを取得しま
す。

REST APIを使用して、メンテナンスモードにスイッチを
削除

REST APIを使用して、メンテナンスモードにスイッチを削除するのにには、次の手順を使用
します。

手順

メンテナンスモードにスイッチを削除します。

例：

POST
https://<IP address>/api/node/mo/uni/fabric/outofsvc
<fabricOOServicePol descr="" dn="" name="default" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="">

<fabricRsDecommissionNode debug="yes" dn=""
removeFromController="no" tDn="topology/pod-1/node-102"/>

</fabricOOServicePol>
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CLIを使用して操作モードにスイッチを挿入する
この手順を使って、スイッチを CLIを使用している動作モードに挿入します。

手順

目的コマンドまたはアクション

動作モードにスイッチを挿入します。[no]no debug-switch node_id or
node_name

ステップ 1
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第 11 章

テナントポリシーの設定

•基本的なテナント設定（165ページ）
•複数のプライベートネットワークのテナント（166ページ）
•テナントポリシーの例（170ページ）
• EPG（182ページ）
• EPG内の分離（186ページ）
•マイクロセグメンテーション（192ページ）
• Application Profiles（196ページ）
•契約、タブー契約は、および優先グループ（200ページ）
•適用されるブリッジドメインの設定（217ページ）

基本的なテナント設定

REST APIを使用したテナント、VRF、およびブリッジドメインの作成

手順

ステップ 1 テナントを作成します。

例：

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

POSTが成功すると、作成したオブジェクトが出力に表示されます。

ステップ 2 VRFおよびブリッジドメインを作成します。

ゲートウェイアドレスは、IPv4または IPv6アドレスにすることができます。IPv6
ゲートウェイアドレスの詳細については、関連するKB記事、「KB:CreatingaTenant,
VRF, and Bridge Domain with IPv6 Neighbor Discovery」を参照してください。

（注）

例：
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URL for POST: https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

<fvTenant name="ExampleCorp">
<fvCtx name="pvn1"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="pvn1"/>
<fvSubnet ip="10.10.100.1/24"/>

</fvBD>
</fvTenant>

外部ルーテッドを設定するときにパブリックサブネットがある場合は、ブリッジド

メインを外部設定と関連付ける必要があります。

（注）

複数のプライベートネットワークのテナント

テナント間通信を行う複数のプライベートネットワークについて

•この使用例は一般的に、ACIの管理者が、テナント間通信の機能を持つ複数のテナントを
作成し、サポートしたい場合に使用されます。

この方法には、次の利点と欠点があります。

利点：

•各テナントコンテナの個別管理が可能
•テナント間の最大分離を実現

欠点：

•テナントのアドレス空間は一意である必要がある

オブジェクト間の関係とコントラクトの観点から、このトポロジは次のように表されま

す。
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図 6 :テナント間通信を行う複数のプライベートネットワーク

REST APIを使用してテナント間の通信に複数のプライベートネット
ワークの設定

次の手順で、REST APIを使用して、それらの間の通信を Cisco 1および Cisco 2のプライベー
トネットワークを設定します。

手順

ステップ 1 APIC REST APIに post送信されて、次の XMLを使用してテナントを Cisco 1を設定します。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-Cisco1" name="Cisco1">

<vzBrCP name="ICMP" scope="global">
<vzSubj consMatchT="AtleastOne" name="icmp" provMatchT="AtleastOne"
revFltPorts="yes">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="icmp"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>

<vzCPIf dn="uni/tn-Cisco1/cif-ICMP" name="ICMP">

<vzRsIf consMatchT="AtleastOne" name="icmp" provMatchT="AtleastOne"
revFltPorts="yes">
<vzRsSubjFiltAtt tDn="uni/tn-Cisco2/brc-default"/>
</vzRsIf>
</vzCPIf>
<fvCtx knwMcastAct="permit" name="CiscoCtx" pcEnfPref="enforced"/>
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<fvBD arpFlood="yes" mac="00:22:BD:F8:19:FF" name="CiscoBD2" unicastRoute="yes"
unkMacUcastAct="flood" unkMcastAct="flood">
<fvRsCtx tnFvCtxName="CiscoCtx2"/>
</fvBD>
<fvBD arpFlood="yes" name="CiscoBD" unicastRoute="yes" unkMacUcastAct="flood"
unkMcastAct="flood">
<fvRsCtx tnFvCtxName="CiscoCtx"/>
</fvBD>
<fvAp name="CCO">
<fvAEPg matchT="AtleastOne" name="EPG1">
<fvRsPathAtt encap="vlan-1202" instrImedcy="immediate" mode="native"
tDn="topology/pod-1/paths-202/pathep-[eth1/2]"/>
<fvSubnet ip="172.16.1.1/24" scope="private,shared"/>

<fvRsDomAtt instrImedcy="lazy" resImedcy="lazy" tDn="uni/phys-
PhysDomainforCisco"/>

<fvRsBd tnFvBDName="CiscoBD"/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" tnVzBrCPName="ICMP"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

<fvRsBd tnFvBDName="CiscoBD"/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" tnVzBrCPName="ICMP"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 2 APIC REST APIに post送信されて、次の XMLを使用して Cisco 2 tenanatを設定します。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-Cisco2" name="Cisco2">
<fvCtx knwMcastAct="permit" name="CiscoCtx" pcEnfPref="enforced"/>
<fvBD arpFlood="yes" mac="00:22:BD:F8:19:FF" name="CiscoBD2" unicastRoute="yes"
unkMacUcastAct="flood" unkMcastAct="flood">
<fvRsCtx tnFvCtxName="CiscoCtx"/>
</fvBD>
<fvBD arpFlood="yes" name="CiscoBD" unicastRoute="yes" unkMacUcastAct="flood"
unkMcastAct="flood">
<fvRsCtx tnFvCtxName="CiscoCtx"/>
</fvBD>
<fvAp name="CCO">
<fvAEPg matchT="AtleastOne" name="EPG2">
<fvRsPathAtt encap="vlan-1202" instrImedcy="immediate" mode="native"
tDn="topology/pod-1/paths-201/pathep-[eth1/2]"/>
<fvSubnet ip="172.16.1.1/24" scope="private,shared"/>

<fvRsDomAtt instrImedcy="lazy" resImedcy="lazy" tDn="uni/phys-
PhysDomainforCisco"/>

<fvRsBd tnFvBDName="CiscoBD"/>
<fvRsConsIf matchT="AtleastOne" tnVzBrCPIfName="ICMP"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>
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テナント内通信を行う複数のプライベートネットワークについて

サポートすることが望ましい別の使用例として、複数のプライベートネットワークを持つ単一

テナントを所有するというオプションがあります。これは、管理レベルではなく、ネットワー

クレベルでマルチテナント機能を提供する必要があるためです。また、合併やその他のビジネ

ス上の変更により、単一テナント内で重複しているサブネットをサポートする場合にも発生し

ます。

この方法には、次の利点と欠点があります。

利点：

•単一テナント内で重複するサブネットを所有できる

欠点：

•重複するサブネットに存在する EPGは互いに適用し合うポリシーを所有できない

この特定の設定のオブジェクト間の関係は次のように表すことができます。

図 7 :テナント内通信を行う複数のプライベートネットワーク

REST APIを使用して、テナント内の通信に複数のテナントの設定

手順

APIC REST APIに post送信されて、次の XMLを使用して、Cisco 1および Cisco 2ネットワー
クと、テナント Ciscoの設定します。

例：

Cisco APIC REST API設定ガイド
169

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

テナント内通信を行う複数のプライベートネットワークについて



<fvTenant dn="uni/tn-Cisco" name="Cisco">
<vzBrCP name="ICMP" scope="tenant">
<vzSubj consMatchT="AtleastOne" name="icmp" provMatchT="AtleastOne"
revFltPorts="yes">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="icmp"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>
<fvCtx knwMcastAct="permit" name="CiscoCtx" pcEnfPref="enforced"/>
<fvCtx knwMcastAct="permit" name="CiscoCtx2" pcEnfPref="enforced"/>
<fvBD arpFlood="yes" mac="00:22:BD:F8:19:FF" name="CiscoBD2" unicastRoute="yes"
unkMacUcastAct="flood" unkMcastAct="flood">
<fvRsCtx tnFvCtxName="CiscoCtx2"/>
</fvBD>
<fvBD arpFlood="yes" mac="00:22:BD:F8:19:FF" name="CiscoBD" unicastRoute="yes"
unkMacUcastAct="flood" unkMcastAct="flood">
<fvRsCtx tnFvCtxName="CiscoCtx"/>
</fvBD>
<fvAp name="CCO">
<fvAEPg matchT="AtleastOne" name="Web">
<fvRsCons tnVzBrCPName="ICMP"/>
<fvRsPathAtt encap="vlan-1201" instrImedcy="immediate" mode="native"
tDn="topology/pod-1/paths-201/pathep-[eth1/16]"/>
<fvSubnet ip="172.16.2.1/24" scope="private,shared"/>
<fvRsDomAtt instrImedcy="lazy" resImedcy="lazy" tDn="uni/phys-
PhysDomainforCisco"/>
<fvRsBd tnFvBDName="CiscoBD2"/>
</fvAEPg>
<fvAEPg matchT="AtleastOne" name="App">
<fvRsPathAtt encap="vlan-1202" instrImedcy="immediate" mode="native"
tDn="topology/pod-1/paths-202/pathep-[eth1/2]"/>
<fvSubnet ip="172.16.1.1/24" scope="private,shared"/>
<fvRsDomAtt instrImedcy="lazy" resImedcy="lazy" tDn="uni/phys-
PhysDomainforCisco"/>
<fvRsBd tnFvBDName="CiscoBD"/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" tnVzBrCPName="ICMP"/>
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>

テナントポリシーの例

テナントポリシー例の概要

この付録のテナントポリシー例の説明では、XML用語
（http://en.wikipedia.org/wiki/XML#Key_terminology）を使用します。この例では、基本的なAPIC
ポリシーモデル構造が XMLコードにどのようにレンダリングされるかを示します。次の図
は、テナントポリシー例の概要について説明します。
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図 8 :テナント Solarに含まれる EPGとコントラクト

この図では、webCtrctおよび EPGラベルと呼ばれるコントラクトに従って、グリーンラベル
の EPG:web1が httpと httpsの両方を使用してグリーンラベルの EPG:appと通信でき、レッド
ラベルの EPG:web2は httpsのみを使用してレッドラベルの EPG:dbと通信できます。

テナントポリシー例の XMLコード

<polUni>
<fvTenant name="solar">

<vzFilter name="Http">
<vzEntry name="e1"

etherT="ipv4"
prot="tcp"
dFromPort="80"
dToPort="80"/>

</vzFilter>

<vzFilter name="Https">
<vzEntry name="e1"

etherT="ipv4"
prot="tcp"
dFromPort="443"
dToPort="443"/>

</vzFilter>

<vzBrCP name="webCtrct">
<vzSubj name="http" revFltPorts="true" provmatchT="All">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="Http"/>
<vzRsSubjGraphAtt graphName="G1" termNodeName="TProv"/>
<vzProvSubjLbl name="openProv"/>
<vzConsSubjLbl name="openCons"/>

</vzSubj>
<vzSubj name="https" revFltPorts="true" provmatchT="All">

<vzProvSubjLbl name="secureProv"/>
<vzConsSubjLbl name="secureCons"/>
< vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="Https"/>
<vzRsOutTermGraphAtt graphName="G2" termNodeName="TProv"/>

</vzSubj>
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</vzBrCP>

<fvCtx name="solarctx1"/>

<fvBD name="solarBD1">
<fvRsCtx tnFvCtxName="solarctx1" />
<fvSubnet ip="11.22.22.20/24">

<fvRsBDSubnetToProfile
tnL3extOutName="rout1"
tnRtctrlProfileName="profExport"/>

</fvSubnet>
<fvSubnet ip="11.22.22.211/24">

<fvRsBDSubnetToProfile
tnL3extOutName="rout1"
tnRtctrlProfileName="profExport"/>

</fvSubnet>
</fvBD>

<fvAp name="sap">
<fvAEPg name="web1">

<fvRsBd tnFvBDName="solarBD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet" />
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct" matchT="All">

<vzProvSubjLbl name="openProv"/>
<vzProvSubjLbl name="secureProv"/>
<vzProvLbl name="green"/>

</fvRsProv>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="web2">

<fvRsBd tnFvBDName="solarBD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet" />
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct" matchT="All">

<vzProvSubjLbl name="secureProv"/>
<vzProvLbl name="red"/>

</fvRsProv>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="app">

<fvRsBd tnFvBDName="solarBD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet" />
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct">

<vzConsSubjLbl name="openCons"/>
<vzConsSubjLbl name="secureCons"/>
<vzConsLbl name="green"/>

</fvRsCons>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="db">

<fvRsBd tnFvBDName="solarBD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet" />
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct">

<vzConsSubjLbl name="secureCons"/>
<vzConsLbl name="red"/>

</fvRsCons>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

</polUni>

テナントポリシー例の説明

この項には、テナントポリシー例の詳しい説明が含まれます。
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ポリシーユニバース

ポリシーユニバースには、各テナントのポリシーが定義されているすべてのテナント管理対象

オブジェクトが含まれます。

<polUni>

最初の行のこの開始タグ <polUni>は、ポリシーユニバース要素の開始を示します。このタグ

は、ポリシーの最後にある </polUni>と一致します。間にあるのはすべて、ポリシー定義で

す。

テナントポリシーの例

タグ <fvTenant>は、テナント要素の開始を識別します。

<fvTenant name="solar">

このテナントのポリシーはすべてこの要素で定義されます。この例でのテナントの名前は solar
です。テナントの名前はシステム内で一意である必要があります。テナントが含む主要な要素

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、および EPGを含むア
プリケーションプロファイルです。

Filters

フィルタ要素は、タグ <vzFilter>から始まり、タグ <vzEntry>で示される要素が含まれます。

次に、「Http」と「Https」フィルタを定義する例を示します。フィルタの最初の属性が名前
で、name属性の値はテナントに一意の文字列です。これらの名前は異なるテナントで再利用
できます。これらのフィルタは、この例の後でコントラクト内のサブジェクト要素で使用され

ます。

<vzFilter name="Http">
<vzEntry name="e1" etherT="ipv4" prot="tcp" dFromPort="80" dToPort="80"/>

</vzFilter>

<vzFilter name="Https">
<vzEntry name="e1" etherT="ipv4" prot="tcp" dFromPort="443" dToPort="443"/>

</vzFilter>

この例では、2つのフィルタ、Httpおよび Httpsを定義します。フィルタの最初の属性はその
名前で、name属性の値はテナントに一意の文字列です。つまり、これらの名前は異なるテナ
ントで再利用できます。これらのフィルタは、この例の後でコントラクト内のサブジェクト要

素で使用されます。

各フィルタには、各エントリがレイヤ 4 TCPまたは UDPポート番号のセットを説明する 1つ
以上のエントリを含めることができます。<vzEntry>要素の考えられる属性の一部は次のとお

りです。

• name

• prot

• dFromPort

• dToPort
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• sFromPort

• sToPort

• etherT

• ipFlags

• arpOpc

• tcpRules

この例では、各エントリの name属性が指定されます。名前はフィルタ内で一意でなければな
らないASCII文字列ですが、他のフィルタで再利用できます。なぜなら、この例では、後で特
定のエントリを参照せず、「e1」という単純な名前が与えられるためです。

EtherType属性 etherTが次です。ipv4の値が割り当てられ、このフィルタが IPv4パケット用
であることを指定します。この属性には考えられる他の多くの値があります。一般的なもの

は、ARP、RARP、IPv6などです。デフォルトは unspecifiedなので、値を割り当てることが重

要です。

EtherType属性の後は、prot属性です。この属性は tcpに設定され、このフィルタが TCPトラ
フィック用であることを示します。代替プロトコル属性には、udp、icmp、およびunspecified

（デフォルト）があります。

プロトコルの後、宛先の TCPポート番号は 80～ 80の範囲（正確には TCP port 80）になるよ
うに dFromPortおよび dToPort属性で割り当てられます。送信元と宛先が異なっている場合、

それらはポート番号の範囲を指定します。

この例では、これらの宛先ポート番号は属性 dFromPortおよび dToPortで指定されます。ただ

し、コントラクトで使用されている場合は、TCPクライアントからサーバへの宛先ポートのた
めにリターントラフィックの送信元ポートとして使用する必要があります。詳細については、

この例の後に出てくる属性 revFltPortsを参照してください。

2番目のフィルタは基本的に同じ機能がありますが、ポート 443に対するものです。

フィルタは、ターゲットの識別名 tDnによってコントラクト内のサブジェクトによって参照さ

れます。tDn名は次のように構成されます。

uni/tn-<tenant name>/flt-<filter name>

たとえば、上記の最初のフィルタの tDnは uni/tn-coke/flt-Httpです。2番目のフィルタには
名前 uni/tn-coke/flt-Httpsがあります。いずれの場合も、solarがテナント名から取得されま

す。

コントラクト

コントラクト要素は、vzBrCPでタグ付けされ、name 属性があります。

<vzBrCP name="webCtrct">
<vzSubj name="http" revFltPorts="true" provmatchT="All">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="Http"/>
<vzRsSubjGraphAtt graphName="G1" termNodeName="TProv"/>
<vzProvSubjLbl name="openProv"/>
<vzConsSubjLbl name="openCons"/>
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</vzSubj>
<vzSubj name="https" revFltPorts="true" provmatchT="All">

<vzProvSubjLbl name="secureProv"/>
<vzConsSubjLbl name="secureCons"/>
<vzRsFiltAtt tnVzFilterName="Https "/>
<vzRsOutTermGraphAtt graphName="G2" termNodeName="TProv"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

コントラクトは EPG間のポリシー要素です。コントラクトには、コントラクトを作成して消
費する EPG間で適用されるすべてのフィルタが含まれます。コントラクト要素は、vzBrCPで

タグ付けされ、name属性があります。コントラクト要素で使用できるその他の属性について
は、オブジェクトモデルの参照資料を参照してください。この例では、webCtrctという名前

のコントラクトが 1つあります。

コントラクトには、各サブジェクトが一連のフィルタを含む複数のサブジェクト要素が含まれ

ます。この例では、2つのサブジェクト、httpと httpsがあります。

コントラクトは、それを提供または消費する EPGによって後で参照されます。EPGは、以下
の方法で名前によってそのコントラクトを参照します。

uni/tn-[tenant-name]/brc-[contract-name]

tenant-nameはテナントの名前で、この例では「solar」となります。contract-nameはコントラ
クトの名前です。この例では、コントラクトの tDn名は uni/tn-solar/brc-webCtrctです。

サブジェクト

サブジェクト要素は、タグ vzSubjから始まり、3つの属性、name、revFltPortsおよび matchT

を持ちます。nameは、単にサブジェクトの ASCII名です。

revFltPortsは、このサブジェクトのフィルタ内のレイヤ 4送信元および宛先ポートをフィル
タの説明に示すとおりに転送方向（つまり、コンシューマからプロデューサ EPGの方向）に
使用する必要があり、逆方向には逆の方法で使用する必要があることを示すフラグです。この

例では、「http」サブジェクトには、TCP宛先ポート80を定義し、送信元ポートを指定してい
ない「Http」フィルタが含まれます。revFltPortsフラグが trueに設定されているため、ポリ
シーは、TCP宛先ポート 80およびコンシューマからプロデューサへのトラフィック用の送信
元ポートであり、また、TCP宛先ポートおよびプロデューサからコンシューマへのトラフィッ
ク用の送信元ポート 80になります。コンシューマがプロデューサへの TCP接続を開始するこ
とを前提としています（コンシューマがクライアントで、プロデューサがサーバ）。

指定しない場合、revFltPrts属性のデフォルト値は falseです。

ラベル

一致タイプ属性、provmatchT（プロバイダー一致の場合）および consmatchT（コンシューマ一

致の場合）は、サブジェクトが所定のコンシューマとプロデューサのペアに対し適用されるか

を判断するためにサブジェクトラベルがどのように比較されるかを決定します。次の一致タイ

プの値が使用可能です。

• すべて

• AtLeastOne（デフォルト）
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• None

• ExactlyOne

サブジェクトがプロデューサとコンシューマ EPG間のトラフィックに適用されるかどうかを
決定する場合、一致属性は、これらの EPGで定義されている（または定義されていない）サ
ブジェクトラベルがサブジェクト内のラベルとどのように比較されるべきかを決定します。一

致属性の値が Allに設定されると、それはプロバイダーサブジェクトラベル vzProvSubjLblが

サブジェクト内で定義されたすべての vzProvSubjLblラベルと一致するプロバイダーにのみ適

用されます。2つのラベルが定義されている場合、両方ともプロバイダー内にある必要があり
ます。プロバイダー EPGに 10個のラベルがある場合、サブジェクト内のすべてのプロバイ
ダーラベルが存在する限り、一致が確認されます。同様の基準が vzConsSubjLblを使用するコ

ンシューマに使用されます。matchT属性値が AtLeastOneの場合、ラベルの 1つだけが一致す
る必要があります。matchT属性が Noneの場合、サブジェクト内のプロバイダーラベルがプロ

バイダー EPGのプロバイダーラベルと一致しない場合にのみ一致が発生します。コンシュー
マの場合も同様です。

プロデューサまたはコンシューマ EPGにサブジェクトラベルがなく、サブジェクトがラベル
を持たない場合、一致は All、AtLeastOne、および Noneの場合に発生します（ラベルを使用し

ない場合は、サブジェクトが使用され matchT属性は問題になりません）。

この例には示されていないサブジェクトのオプション属性は prioで、フィルタに一致するト

ラフィックのプライオリティが指定されます。考えられる値は、gold、silver、bronze、また

は unspecified（デフォルト）です。

この例では、サブジェクト要素にフィルタ要素、サブジェクトラベル要素およびグラフ要素へ

の参照が含まれます。<vzRsSubjFiltAtt tDn=“uni/tn-coke/flt-Http”/>は事前に定義された

フィルタへの参照です。この要素は vzRsSubjFiltAttタグによって識別されます。

<vzRsSubjGraphAtt graphName=“G1” termNodeName=“TProv”/>は端末接続を定義します。

<vzProvSubjLbl name=“openProv”/>は「openProv」という名前のプロバイダーラベルを定義し
ます。ラベルは、どのサブジェクトがどの EPGに適用されるかを認定したりフィルタリング
するために使用されます。この特定のラベルがプロバイダーラベルであり、対応するコンシュー

マラベルがタグ vzConsSubjLblで識別されます。これらのラベルは、現在のコントラクトに関

連付けられたプロバイダーまたはコンシューマ EPGの対応するラベルと一致します。前述の
matchT基準に従って一致が発生する場合は、特定のサブジェクトが EPGに適用されます。一
致が発生しない場合、サブジェクトは無視されます。

複数のプロバイダーおよびコンシューマのサブジェクトラベルをサブジェクトに追加して、よ

り複雑な一致基準を可能にすることができます。この例では、各サブジェクトに各タイプのラ

ベルが 1個だけあります。ただし、最初のサブジェクトのラベルは 2番目のサブジェクトのラ
ベルとは異なり、これら 2つのサブジェクトを対応する EPGのラベルに応じて、それぞれ処
理できます。サブジェクト要素内の要素の順序は重要ではありません。

VRF

Virtual Routing and Forwarding（VRF）（コンテキストまたはプライベートネットワークとも呼
ばれる）は、fvCtxタグにより識別され、名前属性を含みます。
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テナントには、複数の VRFを含めることができます。この例では、テナントは「solartx1」と
いう名前の VRFを 1個使用します。名前は、テナント内で一意である必要があります。

VRFは、レイヤ 3のアドレスドメインを定義します。レイヤ 3ドメイン内のすべてのエンドポ
イントが一意の IPv4または IPv6アドレスを持っている必要があります。なぜなら、ポリシー
で許可されている場合にこれらのデバイス間でパケットを直接転送できるためです。

VRFが一意の IPアドレス空間を定義する一方で、対応するサブネットがブリッジドメイン内
で定義されます。各ブリッジドメインは VRFに関連付けられます。

ブリッジドメイン

ブリッジドメインの要素は fvBDタグで識別され、name属性があります。

<fvBD name="solarBD1">
<fvRsCtx tnFvCtxName="solarctx1" />
<fvSubnet ip="11.22.22.20/24">

<fvRsBDSubnetToProfile
tnL3extOutName="rout1"
tnRtctrlProfileName="profExport" />

</fvSubnet>
<fvSubnet ip="11.22.23.211/24">

<fvRsBDSubnetToProfile
tnL3extOutName="rout1"
tnRtctrlProfileName="profExport"/>

</fvSubnet>
</fvBD>

ブリッジドメイン要素内でサブネットが定義され、リファレンスが対応する Virtual Routing
and Forwarding（VRF）インスタンスに作成されます（コンテキストまたはプライベートネッ
トワークとも呼ばれる）。各ブリッジドメインは VRFにリンクされ、少なくとも 1個のサブ
ネットを設定する必要があります。

この例では、「solarBD1」という名前のブリッジドメインを 1個使用します。この例では、
「solarctx1」というVRFが、fvRsCtxとタグ付けされた要素を使用して参照され、tnFvCtxName

属性に値「solarctx1」が与えられます。この名前は、上記で定義したVRFから取得されます。

サブネットがブリッジドメイン内に含まれ、ブリッジドメインは複数のサブネットを含むこ

とができます。この例では、2個のサブネットを定義します。ブリッジドメイン内で使用され
るすべてのアドレスは、サブネットで定義されるアドレス範囲のいずれかに分類される必要が

あります。ただし、サブネットは、使用されることがないであろう多数のアドレスを含む大規

模なサブネットであるスーパーネットにすることもできます。現在および将来のアドレスすべ

てに対応する大規模なサブネットを1個指定すると、ブリッジドメインの仕様を簡素化できま
す。ただし、異なるサブネットがブリッジドメイン内で重複したり、または同じ VRFに関連
付けられている他のブリッジドメインで定義されたサブネットと重複してはなりません。サブ

ネットは、他の VRFに関連付けられている他のサブネットと重複できます。

前述のサブネットは、11.22.22.xx/24と 11.22.23.xx/24です。ただし、24だけが使用されること
をマスクが示していても、アドレスの完全な 32ビットが与えられます。それは、この IP属性
がそのサブネットに対するルータの完全な IPアドレスも示しているためです。最初のケース
では、ルータの IPアドレス（デフォルトゲートウェイ）は 11.22.22.20で、2番目のサブネッ
トでは、11.22.23.211です。
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エントリ 11.22.22.20/24は以下に相当しますが、コンパクト形式です。

•サブネット：11.22.22.00

•サブネットマスク：255.255.255.0

•デフォルトゲートウェイ：11.22.22.20

アプリケーションプロファイル

アプリケーションプロファイルの開始はタグ fvApで示され、name属性があります。

<fvAp name="sap">

この例では、アプリケーションネットワークプロファイルが 1つあり、「sap」という名前に
なっています。

アプリケーションプロファイルは、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。アプリケーションプロファイルは、互いに論理的に関連する複数の EPGを保持する
ために使用される簡易で便利なコンテナです。それらは、「sap」などの提供するアプリケー
ション、「インフラストラクチャ」などの提供する機能、「DMZ」などのデータセンターの構
造内のそれらが存在する場所、または管理者が使用することを選択した組織化の原則によって

組織化できます。

アプリケーションプロファイルに含まれるプライマリオブジェクトは、エンドポイントグルー

プ（EPG）です。この例では、「sap」アプリケーションプロファイルには4個のEPG、web1、
web2、appおよび dbが含まれます。

エンドポイントおよびエンドポイントグループ（EPG）

EPGは、タグ fvAEPgで始まり、name属性があります。

<fvAEPg name="web1">
<fvRsBd tnFvBDName="solarBD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet" />
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct" matchT ="All">

<vzProvSubjLbl name="openProv"/>
<vzProvSubjLbl name="secureProv"/>
<vzProvLbl name="green"/>

</fvRsProv>
</fvAEPg>

EPGは、ポリシーモデルの最も重要な基本オブジェクトです。これは、ポリシーの観点から
同じ方法で処理されるエンドポイントの集合を表します。それらのエンドポイントは個別に設

定および管理されるのではなく、EPG内に配置され、集合またはグループとして管理されま
す。

EPGオブジェクトは、どのようなポリシーが適用されるのか、また他のどの EPGがこの EPG
と通信できるかを規定するラベルが定義されている場所です。また、EPG内のエンドポイント
が関連付けられるブリッジドメイン、およびそれらが関連付けられる Virtual Machine Manager
（VMM）のドメインへの参照が含まれています。VMMにより、2台のVMサーバ間の仮想マ
シンのモビリティがアプリケーションのダウンタイムなしで即座に可能になります。
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この例の最初の EPGは「web1」という名前です。EPG内の fvRsBd要素は、関連付けられるブ

リッジドメインを定義します。ブリッジドメインは tnFxBDName属性の値によって識別されま

す。この EPGは、前述の「ブリッジドメイン」の項で名前を付けられた「solarBD1」という
ブリッジドメインに関連付けられます。ブリッジドメインへのバインディングは、デフォル

トゲートウェイアドレスがこの EPGのエンドポイントのためにどうあるべきかを理解するた
めにシステムによって使用されます。エンドポイントが同じサブネットにあるということや、

ブリッジングを介してのみ通信できるという意味ではありません。エンドポイントのパケット

がブリッジングまたはルーティングされるかどうかは、送信元エンドポイントがパケットをデ

フォルトゲートウェイまたは要求される最後の宛先に送信するかどうかで決定されます。デ

フォルトゲートウェイにパケットを送信すると、パケットはルーティングされます。

このEPGで使用されるVMMドメインはfvRsDomAttタグによって識別されます。この要素は、

他の場所で定義されたVMMドメインオブジェクトを参照します。VMMドメインオブジェク
トは、そのtDnname属性によって識別されます。この例では、「uni/vmmp-VMware/dom-mininet」
と呼ばれる VMMドメイン 1個のみを示します。

「web1」EPGの次の要素は、この EPGが提供するコントラクトを定義し、fvRsProvタグに

よって識別されます。「web1」が複数のコントラクトを提供すると、fvRsProv要素が複数あり

ます。同様に、それが 1つ以上のコントラクトを消費すると、fvRsCons要素があります。

fvRsProv要素には、提供されているコントラクトの名前である必須属性があります。「web1」
は、tDn=“uni/tn-coke/brc-webCtrct”と呼ばれる以前に定義されたコントラクト「webCtrct」
を提供しています。

次の属性は、matchT属性です。その属性には、それがサブジェクトラベルのコントラクト内

にあったので、プロバイダーまたはコンシューマのラベルと一致するための同じセマンティッ

クがあります（All、AtLeastOneまたは Noneの値を取ることができます）。この条件は、対応

するコンシューマラベルと比較されるときにプロバイダーのラベルに適用されます。ラベルの

一致は、コンシューマとプロバイダーがコントラクトで許可された場合に通信できることを意

味します。つまり、コントラクトが通信を許可する必要があり、コンシューマとプロバイダー

のラベルがプロバイダーで指定された一致基準を使用して一致する必要があります。

コンシューマには、対応する一致基準がありません。使用される一致タイプはプロバイダーに

よって常に定められます。

プロバイダー要素fvRsProvの中で、管理者は使用するラベルを指定する必要があります。2種
類のラベル、プロバイダーラベルとプロバイダーサブジェクトラベルがあります。プロバイ

ダーラベル vzProvLblは、前述の matchT基準を使用する他の EPG内のコンシューマラベルに
一致させるために使用されます。プロバイダーサブジェクトラベルvzProvSubjLblは、コント

ラクトで指定されるサブジェクトラベルに一致させるために使用されます。ラベルの唯一の属

性は name属性です。

「web1」EPGでは、2つのプロバイダーサブジェクトラベル openProvおよび secureProvが

「webCtrct」コントラクトのサブジェクト「http」および「https」と一致するように指定されま
す。1つのプロバイダーラベル「green」が、「App」EPG内の同じラベルと一致する Allの一

致基準で指定されます。

この例の次の EPG「web2」は「web1」と似ていますが、vzProvSubjLblが 1つだけあり、ラベ
ル自体は異なっています。
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3番目の EPGは「app」と呼ばれるもので、次のように定義されます。

<fvAEPg name="app">
<fvRsBd tnFvBDName="solarBD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet" />
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct">

<vzConsSubjLbl name="openCons"/>
<vzConsSubjLbl name="secureCons"/>
<vzConsLbl name="green"/>

</fvRsCons>
</fvAEPg>

最初の部分は「web1」EPGとほぼ同じです。主な違いは、この EPGは「webCtrct」のコン
シューマで、対応するコンシューマラベルとコンシューマサブジェクトラベルがあることで

す。構文はほぼ同じですが、タグで「Prov」が「Cons」に置き換えられます。プロバイダーを
コンシューマラベルに一致させるための一致タイプがプロバイダーで指定されるため、FvRsCons

要素に一致属性はありません。

最後のEPGでは、純粋なコンシューマであるという点において「db」は「app」EPGと非常に
よく似ています。

この例では、EPGは単一コントラクトのコンシューマまたはプロデューサであり、EPGが即
座に複数のコントラクトのプロデューサおよび複数のコントラクトのコンシューマになること

が一般的です。

最後に

</fvAp>
</fvTenant>

</polUni>

最後の数行でポリシーが完了します。

この例のテナントポリシーが行うこと

次の図は、コントラクトがエンドポイントグループ（EPG）の通信をどのように管理するかを
示します。
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図 9 : EPG/EPG通信を決定するラベルとコントラクト

4つのEPGには、EPG:web1、EPG:web2、EPG:appおよびEPG:dbという名前が付いています。
EPG:web1および EPG:web2は webCtrctと呼ばれるコントラクトを提供します。EPG:appおよ
び EPG:dbは、同じコントラクトを消費します。

EPG:web1は EPG:appのみと通信でき、EPG:web2は EPG:dbのみと通信できます。このインタ
ラクションは、プロバイダーおよびコンシューマのラベル「green」と「red」によって制御さ
れます。

EPG:web1が EPG:appと通信するとき、webCtrctコントラクトが使用されます。EPG:appは、
EPG:web1が提供するコントラクトを消費するので、EPG:web1への接続を開始できます。

EPG:web1と EPG:appが通信を行うために使用できるサブジェクトは両方とも httpおよび https
です。なぜなら、EPG:web1にはプロバイダーサブジェクトラベル「openProv」があり、http
サブジェクトにもそれがあるためです。EPG:web1には、プロバイダーサブジェクトラベル
「secureProv」があり、サブジェクト httpsも同様です。同様に、EPG:appにはサブジェクトラ
ベル「openCons」および「secureCons」があり、サブジェクト httpおよび httpsにもあります。

EPG:web2が EPG:dbと通信するとき、それらは httpsサブジェクトのみを使用できます。https
サブジェクトのみがプロバイダーおよびコンシューマのサブジェクトラベルを持っているため

です。EPG:dbは EPG:web2への TCP接続を開始できます。なぜなら、EPG:dbが EPG:web2に
より提供されるコントラクトを消費するからです。
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図 10 :ブリッジドメイン、サブネット、およびレイヤ 3 VRF

この例のポリシーは、EPG、アプリケーションプロファイル、ブリッジドメインおよびレイ
ヤ 3 Layer 3 Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンス間の関係を次のように指定しま
す。EPGの EPG:web1、EPG:web2、EPG:appおよび EPG:dbはすべて、「sap」と呼ばれるアプ
リケーションプロファイルのメンバーです。

これらの EPGはブリッジドメイン「solarBD1」にもリンクされています。solarBD1には、2
つのサブネット 11.22.22.XX/24と 11.22.23.XX/24があります。4つの EPG内のエンドポイント
は、これら 2つのサブネット範囲内にある必要があります。これら 2つのサブネット内のデ
フォルトゲートウェイの IPアドレスは 11.22.22.20と 11.22.23.211です。solarBD1ブリッジド
メインは「solarctx1」レイヤ 3 VRFにリンクされます。

これらのポリシーの詳細はすべて、「solar」というテナントに含まれています。

EPG

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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REST APIを使用した APICの特定のポートへの EPGの導入

始める前に

EPGを導入するテナントが作成されていること。

手順

特定のポート上に EPGを導入します。

例：

<fvTenant name="<tenant_name>" dn="uni/tn-test1" >
<fvCtx name="<network_name>" pcEnfPref="enforced" knwMcastAct="permit"/>
<fvBD name="<bridge_domain_name>" unkMcastAct="flood" >

<fvRsCtx tnFvCtxName="<network_name>"/>
</fvBD>
<fvAp name="<application_profile>" >

<fvAEPg name="<epg_name>" >
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-1017/pathep-[eth1/13]" mode="regular"

instrImedcy="immediate" encap="vlan-20"/>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

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。
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始める前に

•ターゲットアプリケーション EPG（AEPg）を作成する。

•接続エンティティプロファイル（AEP）による EPG導入に使用する VLANの範囲が含ま
れている VLANプールを作成する。

•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>

REST APIを使用した、EPGを特定のポートに導入するための AEP、ド
メイン、および VLANの作成

始める前に

• EPGを導入するテナントがすでに作成されていること。
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• EPGは特定のポートに静的に導入されます。

手順

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

例：

<infraInfra>

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

<infraLeafS name="SwitchSeletor" descr="" type="range">
<infraNodeBlk name="nodeBlk1" descr="" to_="1019" from_="1019"/>

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

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="<interface_profile_name>"
dn="uni/infra/accportprof-<interface_profile_name>" >

<infraHPortS name="portSelector" type="range">
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-<port_group_name>"

fexId="101"/>
<infraPortBlk name="block2" toPort="13" toCard="1" fromPort="11"

fromCard="1"/>
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraAccPortGrp name="<port_group_name>"
dn="uni/infra/funcprof/accportgrp-<port_group_name>" >

<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-<attach_entity_profile_name>"/>
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="1GHifPol"/>

</infraAccPortGrp>

<infraAttEntityP name="<attach_entity_profile_name>"
dn="uni/infra/attentp-<attach_entity_profile_name>" >

<infraRsDomP tDn="uni/phys-<physical_domain_name>"/>
</infraAttEntityP>

<infraInfra>

ステップ 2 ドメインを作成する。

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。
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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>

EPG内の分離

ベアメタルサーバの EPG内分離
EPG内エンドポイント分離のポリシーは、ベアメタルサーバなどの直接接続されているエン
ドポイントに適用できます。

次のような使用例があります。

•バックアップクライアントは、バックアップサービスにアクセスするための通信要件は
同じですが、相互に通信する必要はありません。

•ロードバランサの背後にあるサーバの通信要件は同じですが、それらのサーバを相互に分
離すると、不正アクセスや感染のあるサーバに対して保護されます。

図 11 :ベアメタルサーバの EPG内分離
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ベアメタルの EPG分離はリーフスイッチで適用されます。ベアメタルサーバは VLANカプ
セル化を使用します。ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストのすべてのト

ラフィックが、分離が適用された EPG内でドロップ（拒否）されます。ACIブリッジドメイ
ンには、分離されたEPGと通常のEPGを混在させることができます。分離されたEPGそれぞ
れには、VLAN間トラフィックを拒否する複数の VLANを指定できます。

REST APIを使用したベアメタルサーバのイントラ EPG分離の設定

始める前に

EPGが使用するポートは、物理ドメイン内のベアメタルサーバインターフェイスに関連付け
られている必要があります。

手順

ステップ 1 XML APIを使用してアプリケーションを展開するには、次のHTTP POSTメッセージを送信し
ます。

例：

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

ステップ 2 次の XML構造を POSTメッセージの本文に含めます。

例：

<fvTenant name="Tenant_BareMetal" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">

<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-Dom1" />
<!-- PATH ASSOCIATION -->
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-1017/pathep-[eth1/2]" encap="vlan-51"

primaryEncap="vlan-100" instrImedcy='immediate'/>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

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

同じEPGに含まれるエンドポイントデバイスは互いに通信することができます。しかし、EPG
内のエンドポイントデバイスの別のエンドポイントデバイスからの完全な分離が望ましい状

況が存在します。たとえば、同じ EPG内のエンドポイント VMが複数のテナントに属してい
る場合、またはウイルスが広がるのを防ぐために、EPG内の分離を実行することができます。
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Cisco ACI仮想マシンマネージャ（VMM）ドメインは、EPG内分離が有効である EGPごと
に、分離された PVLANポートグループを VMware VDSまたはMicrosoft vSwitchに作成しま
す。ファブリック管理者がプライマリカプセル化を指定するか、または EPGと VMMドメイ
ンの関連付け時にファブリックが動的にプライマリカプセル化を指定します。ファブリック管

理者が VLAN pri値とVLAN-sec値を静的に選択すると、VMMドメインによって VLAN-priと
VLAN-secがドメインプール内のスタティックブロックの一部であることが検証されます。

イントラ EPG隔離が強制されない場合、設定で指定されていても VLAN-pri値は無視されま
す。

（注）

VMware VDSまたはMicrosoft vSwitchの VLAN priと VLAN-secのペアは、EPGとドメインの
関連付け時に VMM単位で選択されます。EPG内隔離 EPGに作成されたポートグループは
PVLANに設定されたタイプでタグ付けされた VLAN-secを使用します。VMware VDSまたは
Microsoft vSwitchとファブリックは、VLAN-pri/VLAN-secカプセル化を切り替えます。

• Cisco ACIファブリックからVMware VDSまたはMicrosoft vSwitchへの通信ではVLAN pri
を使用します。

• VMware VDSまたはMicrosoft vSwitchから Cisco ACIファブリックへの通信は VLAN-sec
を使用します。
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図 12 : VMware VDSまたはMicrosoft vswitchの EPG内の分離

この図に関する次の詳細に注意してください。

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

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

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

4. VMware VDSまたはMicrosoft vSwitchおよび Cisco ACIリーフスイッチに PVLANマップ
が設定されます。WEB-EPGからのVMトラフィックは VLAN-sec内でカプセル化されま
す。VMware VDSまたはMicrosoft vSwitchは PVLANタグに従ってローカルのWEB内EPG
VMトラフィックを拒否します。ESXi内ホストまたはMicrosoft Hyper-Vホストのすべて
の VMトラフィックは、VLAN-Secを使用して Cisco ACIリーフに送信されます。
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関連項目

Cisco AVS環境での EPG内分離の設定については、Cisco AVSの EPG内分離の適用（191ペー
ジ）を参照してください。

REST APIを使用した VMware VDSまたはMicrosoft vswitchの EPG間分
離の設定

手順

ステップ 1 XML APIを使用してアプリケーションを展開するには、次のHTTP POSTメッセージを送信し
ます。

例：

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

ステップ 2 VMware VDSまたはMicrosoft vSwitch展開については、POSTメッセージの本文に次の XML
構造のいずれかが含まれます。

例：

次の例は、 Vmware VDS用です。
<fvTenant name="Tenant_VMM" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">

<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<!-- STATIC ENCAP ASSOCIATION TO VMM DOMAIN-->
<fvRsDomAtt encap="vlan-2001" instrImedcy="lazy" primaryEncap="vlan-2002"

resImedcy="immediate" tDn="uni/vmmp-VMware/dom-DVS1”>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

例：

次の例は、Microsoft vSwitch用です。
<fvTenant name="Tenant_VMM" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">

<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<!-- STATIC ENCAP ASSOCIATION TO VMM DOMAIN-->

<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Microsoft/dom-domain1”>
<fvRsDomAtt encap="vlan-2004" instrImedcy="lazy" primaryEncap="vlan-2003"
resImedcy="immediate" tDn="uni/vmmp-Microsoft/dom-domain2”>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>
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Cisco AVSの EPG内分離の適用
デフォルトでは、EPGに属するエンドポイントは契約が設定されていなくても相互に通信でき
ます。ただし、相互に、EPG内のエンドポイントを特定できます。EPG内でエンドポイント
分離を適用することで、ウィルスやその他の問題がある VMが EPG内の他の VMに影響を与
えないようにすることができる場合もあります。

アプリケーション内のすべてのエンドポイントに分離を設定することも、いずれにも設定しな

いこともできます。一部のエンドポイントに分離を設定し、他のエンドポイントに設定しない

方法は使用できません。

EPG内のエンドポイントを分離しても、エンドポイントが別の EPG内のエンドポイントと通
信できるようにするコントラクトには影響しません。

EPGが VLANモードの Cisco AVSドメインと関連付けられている場合は、EPG内のエンドポ
イントの分離によって障害が発生します。

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

（注）

REST APIを使用した Cisco AVSの EPG内分離の設定

始める前に

Cisco AVSが VXLANモードであることを確認します。

手順

ステップ 1 XML APIを使用してアプリケーションを展開するには、次のHTTP POSTメッセージを送信し
ます。

例：

POST
https://192.0.20.123/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

ステップ 2 VMMの導入では、POSTメッセージの本文に次の例に示す XML構造を含めます。

例：

Example:
<fvTenant name="Tenant_VMM" >
<fvAp name="Web">
<fvAEPg name="IntraEPGDeny" pcEnfPref="enforced">
<!-- pcEnfPref="enforced" ENABLES ISOLATION-->
<fvRsBd tnFvBDName="bd" />
<fvRsDomAtt encap="vlan-2001" tDn="uni/vmmp-VMware/dom-DVS1”>

</fvAEPg>
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</fvAp>
</fvTenant>

次のタスク

統計情報を選択して表示すると、エンドポイントが関与する問題の診断に役立ちます。「Cisco
AVS設定ガイド」または「Cisco APICレイヤ 2設定ガイド」の「統計情報を選択して分離され
たエンドポイントを表示する」および「分離されたエンドポイントの統計情報を表示する」セ

クションを参照してください。

マイクロセグメンテーション

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。

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。

Cisco APIC REST API設定ガイド
192

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

マイクロセグメンテーション



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>

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">

<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">
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<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>

仮想スイッチでのマイクロセグメンテーションの設定

Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）マイクロセグメンテーションは、さまざまなネッ
トワークベースまたは仮想マシン（VM）ベース属性に基づき、エンドポイントグループ
（EPG）と呼ばれるロジカルセキュリティゾーンにエンドポイントを自動的に割り当てるこ
とができます。このセクションでは、仮想スイッチのマイクロセグメント（uSeg）EPGを設定
する方法について説明します。

CiscoACIマイクロセグメンテーションでは、次に接続されている仮想エンドポイントのサポー
トを提供します。

• VMware vSphere Distributed Switch（vDS）

• Cisco Application Virtual Switch（AVS）
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• Microsoft vSwitch

マイクロセグメンテーションと Cisco ACIの動作、前提条件、ガイドライン、およびシナリオ
についての詳細は「Cisco ACI仮想化ガイド」を参照してください。

REST APIを使用した Cisco ACIでのマイクロセグメンテーションの設定
This section describes how to configure Microsegmentation with Cisco ACI for Cisco ACI Virtual Edge,
Cisco AVS, VMware VDS, or Microsoft vSwitch using the REST API.

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.apic-ip-address/api/node/mo/.xml.

にポリシーをポストします。

例：

この例では、すべての属性と EPG一致設定 1と一致する状態で、「vm」を含む属性 VM名と
「CentOS」および「Linux」の値を含むオペレーティングシステム属性を持つ uSeg EPGを設
定します。

<fvAEPg name="Security" isAttrBasedEPg="yes" pcEnfPref="unenforced" status="">
<fvRsBd tnFvBDName="BD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet”/>
<fvCrtrn name="default" match=“all” prec=“1”>

<fvVmAttr name="foo" type="vm-name" operator="contains" value="vm"/>
<fvSCrtrn name="sub-def" match=“any”>

<fvVmAttr name="foo1" type="guest-os" operator="contains"
value="CentOS"/>

<fvVmAttr name="foo2" type="guest-os" operator="contains"
value="Linux"/>

</fvSCrtrn>
</fvCrtrn>

</fvAEPg>

例：

この例では、アプリケーション EPGのマイクロセグメンテーションが有効になっています。
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-User-T1" name="User-T1">

<fvAp dn="uni/tn-User-T1/ap-Application-EPG" name="Application-EPG">
<fvAEPg dn="uni/tn-User-T1/ap-Application-EPG/applicationEPG”

name=“applicationEPG” pcEnfPref="enforced” >
<fvRsBd tnFvBDName="BD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-cli-vmm1" classPref=“useg”/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

上記の例では、文字列 <fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-cli-vmm1"
classPref=“useg”/> が、Cisco ACI Virtual Edge, Cisco AVS、Microsoft vSwitchではなく、
VMware VDSのみに関連します。

例：
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この例では、uSeg EPGを Cisco ACI Virtual Edge VNMドメインに接続してスイッチングモー
ドを追加します。

<fvRsDomAtt resImedcy="immediate" instrImedcy="immediate" switchingMode="AVE"
encapMode="auto" tDn="uni/vmmp-VMware/dom-AVE-CISCO" primaryEncapInner=""
secondaryEncapInner=""/>

Application Profiles

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内の通信には契約は必要ありません。

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

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

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

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

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

タ、および契約を作成する必要があります。通常、APICファブリックは、テナントネット
ワーク内の Three-Tierアプリケーションをホストします。この例では、アプリケーションは 3
台のサーバ（Webサーバ、アプリケーションサーバ、およびデータベースサーバ）を使用し
て実行されます。Three-Tierアプリケーションの例については、次の図を参照してください。

WebサーバにはHTTPフィルタがあり、アプリケーションサーバにはRemote Method Invocation
（RMI）フィルタがあり、データベースサーバには Structured Query Language（SQL）フィル
タがあります。アプリケーションサーバは、SQL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。
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図 13 : Three-Tierアプリケーションの図

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

httpのフィルタパラメータ名

http名前

2エントリの数

Dport-80

Dport-443
エントリ名

IPEthertype

tcp

tcp
プロトコル

http

https
宛先ポート

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

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
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sqlのフィルタrmiのフィルタパラメータ名

15211099宛先ポート

REST APIを使用したアプリケーションプロファイルの展開
EPGが使用するポートは、VMマネージャ (VMM)ドメインまたは EPGに関連付けられた物理
ドメインのいずれか 1つに属している必要があります。

手順

ステップ 1 XML APIを使用してアプリケーションを展開するには、次のHTTP POSTメッセージを送信し
ます。

例：

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

ステップ 2 次の XML構造を POSTメッセージの本文に含めます。

例：

<fvTenant name="ExampleCorp">

<fvAp name="OnlineStore">
<fvAEPg name="web">

<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"delimiter=@/>

</fvAEPg>

<fvAEPg name="db">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="sql"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>

</fvAEPg>

<fvAEPg name="app">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="sql"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

<vzFilter name="http" >
<vzEntry dFromPort="80" name="DPort-80" prot="tcp" etherT="ip"/>
<vzEntry dFromPort="443" name="DPort-443" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>
<vzFilter name="rmi" >
<vzEntry dFromPort="1099" name="DPort-1099" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>
<vzFilter name="sql">
<vzEntry dFromPort="1521" name="DPort-1521" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>

<vzBrCP name="web">
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<vzSubj name="web">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

<vzBrCP name="rmi">
<vzSubj name="rmi">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="rmi"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>

<vzBrCP name="sql">
<vzSubj name="sql">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="sql"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>
</fvTenant>

文字列内の fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"delimiter=@/,
delimiter=@はオプションです。デリミタを入力しなかった場合、システムはデフォルトのデ
リミタである |を使用します。

XML構造の最初の行は、ExampleCorpという名前のテナントを変更するかまたは必要に応じ
て作成します。

<fvTenant name="ExampleCorp">

次の行は、OnlineStoreという名前のアプリケーションネットワークプロファイルを作成しま
す。

<fvAp name="OnlineStore">

アプリケーションネットワークプロファイル内の要素は、3つのエンドポイントグループを
作成します（3台のサーバそれぞれに 1つずつ）。以降の行は、webという名前のエンドポイ
ントグループを作成し、既存の bd1という名前のブリッジドメインに関連付けます。このエ
ンドポイントグループは、rmiという名前のバイナリ契約で許可されたトラフィックのコン
シューマまたは宛先であり、webという名前のバイナリ契約で許可されたトラフィックのプロ
バイダーまたは送信元です。エンドポイントグループは、datacenterという名前の VMMドメ
インに関連付けられます。

<fvAEPg name="web">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="rmi"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-datacenter"/>

</fvAEPg>

残りの 2つ、アプリケーションサーバとデータベースサーバのためのエンドポイントグルー
プも同様の方法で作成されます。
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以降の行は、HTTP（ポート 80）およびHTTPS（ポート 443）という種類のTCPトラフィック
を指定する、httpという名前のトラフィックフィルタを定義します。

<vzFilter name="http" >
<vzEntry dFromPort="80" name="DPort-80" prot="tcp" etherT="ip"/>
<vzEntry dFromPort="443" name="DPort-443" prot="tcp" etherT="ip"/>
</vzFilter>

残りの 2つ、アプリケーションデータおよびデータベース（sql）データのためのフィルタも
同様の方法で作成されます。

次の行は、httpという名前のフィルタを組み込む webという名前のバイナリ契約を作成しま
す。

<vzBrCP name="web">
<vzSubj name="web">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>

残りの2つの契約は、rmiおよび sqlのデータプロトコルに対し、同様の方法で作成されます。

最後の行で構造を閉じます。

</fvTenant>

契約、タブー契約は、および優先グループ

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。

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。
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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。

契約とタブー契約

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。

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。
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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 14 :コントラクトフィルタ

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 15 : 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。
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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。

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（禁止コントラクトのみ）

Cisco APICリリース 3.2(x)および名前が EXまたは FXで終わるスイッチでは、標準
コントラクトで代わりに件名 [拒否]アクションまたは [コントラクトまたは件名の除
外]を使用して、指定のパターンを持つトラフィックをブロックできます。

•トラフィックのログ（禁止コントラクトと通常のコントラクト）

•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
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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。

コントラクト

EPGに加えて、コントラクト（vzBrCP）はポリシーモデルの主要オブジェクトです。EPGは
唯一、コントラクトのルールに従って他の EPGと通信できます。次の図は、管理情報ツリー
（MIT）内のコントラクトの場所とテナントの他のオブジェクトとの関係を示します。

図 16 :コントラクト

管理者は、コントラクトを使用して許可されるプロトコルやポートを含む EPG間を通過でき
るトラフィックのタイプを選択します。コントラクトがなければ、EPG間通信はデフォルトで
ディセーブルになります。EPG内の通信に必要なコントラクトはありません。EPG内の通信
は常に暗黙的に許可されています。

VRFで Epg間の通信の高い制御を有効にする優先契約グループを設定することもできます。
VRFで Epgのほとんどは、オープンな通信である必要がありますが、いくつかの他の Epgと
の通信が制限のみする必要がありますと、は、通信を正確に制御するフィルタと契約優先グ

ループと契約の組み合わせを設定できます。

コントラクトは、次のタイプのエンドポイントグループの通信を管理します。

• ACIファブリックアプリケーション EPG（fvAEPg）間、テナント内およびテナント間の

両方

共有サービスモードの場合、コントラクトはテナント間通信に必

要です。A contract is used to specify static routes across VRFs, even
though the tenant VRF does not enforce a policy.

（注）
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• ACIファブリックアプリケーション EPGとレイヤ 2外部外側ネットワークのインスタン
ス EPG（l2extInstP）間

• ACIファブリックアプリケーション EPGとレイヤ 3外部外側ネットワークのインスタン
ス EPG（l3extInstP）間

• ACIファブリックアウトオブバンド（mgmtOoB）またはインバンド（mgmtInB）管理 EPG
間

コントラクトは、プロバイダー、コンシューマ、またはその両方とラベル付された EPG間の
通信を制御します。EPGプロバイダーは、コンシューマ EPGが従う必要のあるコントラクト
を公開します。EPGとコントラクトの関係は、プロバイダーまたはコンシューマです。EPG
がコントラクトを提供すると、通信が提供されたコントラクトに準拠している限り、そのEPG
との通信は他の EPGから開始できます。EPGがコントラクトを使用すると、その EPGのエン
ドポイントは、コントラクトを指定した EPGのエンドポイントと通信を開始できます。

1つの EPGで同じコントラクトを指定および使用できます。EPGは複数のコントラクトを同
時に提供および消費することもできます。

（注）

REST APIを使用したコントラクトの設定

手順

次の例のように、XML POST要求を使用してコントラクトを設定します。

例：

<vzBrCP name="webCtrct">
<vzSubj name="http" revFltPorts="true" provmatchT="All">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="Http"/>
<vzRsSubjGraphAtt graphName="G1" termNodeName="TProv"/>
<vzProvSubjLbl name="openProv"/>
<vzConsSubjLbl name="openCons"/>

</vzSubj>
<vzSubj name="https" revFltPorts="true" provmatchT="All">

<vzProvSubjLbl name="secureProv"/>
<vzConsSubjLbl name="secureCons"/>
< vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="Https"/>
<vzRsOutTermGraphAtt graphName="G2" termNodeName="TProv"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>
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REST APIを使用した禁止コントラクトの設定

始める前に

次のオブジェクトを作成する必要があります。

•これで関連付けられるテナント Taboo契約

•テナントのアプリケーションプロファイル

•テナントの最低 1個の EPG

手順

REST APIを使用してタブー契約を作成するには、次の例ではよう XMLを使用します。

例：

<vzTaboo ownerTag="" ownerKey="" name="VRF64_Taboo_Contract"
dn="uni/tn-Tenant64/taboo-VRF64_Taboo_Contract" descr=""><vzTSubj
name="EPG_subject" descr=""><vzRsDenyRule tnVzFilterName="default"
directives="log"/>
</vzTSubj>
</vzTaboo>

契約とサブジェクトの例外

コントラクトまたはコントラクトの件名の例外の設定

Cisco APICリリース 3.2(1)では、EPG間のコントラクトが拡張され、コントラクトに参加して
いるコントラクトプロバイダまたはコンシューマのサブネットを拒否できます。インターEPG
コントラクトおよびい内部 EPGコントラクトは、この機能でサポートされます。

プロバイダ EPGの件名を有効にして、件名またがコントラクトの例外で一致基準が設定され
ているものを除くすべてのコンシューマEPGとの通信が可能になります。たとえば、サブセッ
トを除く、テナントのすべての EPGにサービスを提供するために EPGを有効にする場合、こ
れら EPGを除外できます。これを設定するには、コントラクトまたはそのコントラクトの件
名のいずれかで例外を作成します。サブセットがコントラクトの提供または消費のアクセスを

拒否します。

ラベル、カウンタ、許可および拒否ログは、コントラクトおよび件名の例外でサポートされて

います。

コントラクトのすべての件名に例外を適用するには、コントラクトに例外を追加します。コン

トラクトの単一の件名にのみ例外を適用する場合、件名に例外を追加します。

件名にフィルタを追加する場合、フィルタのアクションを設定できます（フィルタ条件に一致

するオブジェクトを許可または拒否する）。また、[拒否]フィルタについては、フィルタの優
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先順位を設定することができます。[許可]フィルタは常にデフォルトの優先順位があります。
自動拒否の件名-フィルタ関係をマーキングすると、件名に一致している場合、各 EPGのペア
に適用されます。コントラクトと件名には、複数の件名-フィルタ関係を含むことができます。
これは、フィルタに一致するオブジェクトを許可または拒否するように独自に設定できます。

例外タイプ

コントラクトと件名の例外は次のタイプに基づき、*ワイルドカードなどの正規表現を含むこ
とができます。

説明例例外の条件は、[コンシューマ
正規表現]および [プロバイダ
正規表現]のフィールドで定義
されているように、これらの

オブジェクトを除外します。

この例では、commonテナント

を使用して、 EPGが t1テナ

ントにより提供されるコント

ラクトを消費しないように除

外します。

<vzException consRegex=

“common” field= “Tenant”

name= “excep03” provRegex=

“t1” />

テナント

この例では、ctx1のメンバー

が同じ VRFから提供される
サービスを使用しないように

除外します。

<vzException consRegex=

“ctx1” field= “Ctx” name=

“excep05” provRegex= “ctx1”

/>

VRF

この例では、名前が EPGPaか

ら始まる複数の EPGが存在す
ると仮定し、EPg03により提供

されているコントラクトのコ

ンシューマとしてすべて拒否

される必要があります。

<vzException consRegex=

“EPgPa*” field= “EPg” name=

“excep03” provRegex= “EPg03”

/>

EPG

この例では、epg193が epg200

により提供されたコントラク

トを消費しないように除外し

ます。

<vzException consRegex=

“uni/tn-t36/ap-customer/epg-epg193”

field= “Dn” name=“excep04”

provRegex=

“uni/tn-t36/ap-customer/epg-epg200”

/>

Dn

例では、redタグでマークされ

ているオブジェクトが消費す

ることと、greenタグでマーク

されているオブジェクトがコ

ントラクトに参加しないよう

に除外します。

<vzException consRegex= “red”

field= “Tag” name= “excep01”

provRegex= “green” />

タグ
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REST APIを使用した契約またはサブジェクトの例外の設定

このタスクでは、ほとんどの EPGの通信を許可するコントラクトを設定しますが、それらの
サブネットへのアクセスを拒否します。契約またはサブジェクトには、複数の例外を追加する

ことができます。

始める前に

テナント、VRF、アプリケーションプロファイル、EPGを設定して、コントラクトを提供し
消費します。

手順

ステップ 1 次の例のような XMLを POST送信することによりフィルタを作成します:

例：

<vzFilter name='http-filter'>
<vzEntry name='http-e' etherT='ip' prot='tcp'/>
<vzEntry name='https-e' etherT='ip' prot='tcp'/>

</vzFilter>

ステップ 2 次の例のようなXMLをPOST送信することにより、サブジェクトを利用できないようにEPg01

を例外とし、提供できないように EPg03を例外とします:

vzException MOは、vzBrCPまたは vzSubj MOに含めることができます。

例：

<vzBrCP name="httpCtrct" scope="context">
<vzSubj name="subj1"

<vzException consRegex="EPg01" field="EPg" name="excep01" provRegex=EPg03"/>
<vzSubj/>

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http-filter" Action="deny"/>
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="https-filter" Action="permit"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

REST APIを使用した EPGのコントラクト継承の設定

コントラクト継承について

関連する契約を新しい EPGに統合するため、EPGを有効にして同じテナントの別の EPGに直
接関連する契約すべて（提供済み/消費済み）を継承できます。コントラクトの継承は、アプ
リケーション EPG、マイクロセグメント EPG、L2Out EPG、および L3Out EPGに設定できま
す。

リリース3.xでは、EPG間の提供済み/消費済みの両方の契約に、契約を継承する設定も可能で
す。EPG間契約が、モデル名や後発のモデルの最後に EXまたは EXが付く、Cisco Nexus 9000
シリーズスイッチでサポートされています。
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EPGを有効にし、APIC GUI、NX-OSスタイル CLI、REST APIを使用して、別の EPGに直接
関連する契約すべてを継承できます。

図 17 :コントラクトの継承

上の図で、EPG Aは EPG Bから（EPG Aの契約マスター）提供済みの契約 1および 2、消費
済みの契約 3を継承するように設定されています。

コントラクト継承を設定する際は、次のガイドラインに従ってください。

•コントラクト継承は、アプリケーション EPG、マイクロセグメント（uSeg）EPG、外部
L2Out EPG、および外部 L3Out EPG用に設定できます。コントラクト関係は同じタイプの
EPG間で確立する必要があります。

•関係が確立されると、提供するコントラクトと消費するコントラクトの両方がコントラク
トマスターから継承されます。

•コントラクトマスターとコントラクトを継承する EPGは同じテナント内にある必要があ
ります。

•マスター契約への変更は、すべての継承に伝播されます。新しい契約がマスターに追加さ
れる場合、継承先にも追加されます。

• EPGは、複数のコントラクトマスターからコントラクトを継承することができます。

•コントラクト継承は単一のレベルでのみサポートされ（連結できない）、コントラクトマ
スターがコントラクトを継承することはできません。

•コントラクトサブジェクトラベルおよび EPGラベルの継承がサポートされています。
EPG Aが EPG Bから契約を継承する場合、EPG Aと EPG Bで異なるサブジェクトラベル
が設定されていると、APICは EPG Bで設定されているサブジェクトラベルのみを使用
し、どちらの EPGからもラベルを収集しません。

• EPGが契約に直接関連付けられている、または契約を継承しているかどうかに関わらず、
TCAM内のエントリが消費されます。したがって契約スケールガイドラインが引き続き
適用されます。詳細については、お使いのリリースの「検証されたスケーラビリティガイ

ド」を参照してください。

• vzAnyセキュリティコントラクトとタブーコントラクはサポートされません。
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契約の継承設定および継承済みおよびスタンドアロン契約を表示することに関する詳細は、

「Cisco APICの基本設定ガイドを参照してください。

REST APIを使用したアプリケーション EPGのコントラクト継承の設定

始める前に

EPGが使用するテナントとアプリケーションプロファイルを設定します。

EPGコントラクトマスターとして機能するようにアプリケーション EPGを設定します。

共有するコントラクトを設定し、コントラクトマスターに関連付けます。

手順

REST APIを使用してコントラクト継承を設定するには、コントラクトを継承する EPGに転送
される URLを指定して、次の XMLおよび JSONの例のような XMLを POST送信します。

例：

XMLの例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/node/mo/uni/tn-coke/ap-AP/epg-EPg_B.xml -->
<polUni>

<fvEPg>

<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-coke/ap-AP/epg-EPg_B/>
</fvEPg>

</polUni>

JSONの例
https://192.168.200.10/api/node/mo/uni/tn-coke/ap-AP/epg-EPg_B.json
fvAEPg":{"attributes":{

"dn":"uni/tn-coke/ap-AP/epg-EPg_B","name":"EPg_C",
"rn":"epg-EPg_C",
"status":"created"},
"children":[{
"fvRsBd":{"attributes":{

"tnFvBDName":"default",
"status":"created,modified"},
"children":[]}},{

"fvRsSecInherited":{"attributes":{
"tDn":"uni/tn-coke/ap-AP/epg-EPg_B",
"status":"created"},
"children":[]}}]}}
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REST APIを使用した uSeg EPGのコントラクト継承の設定

始める前に

EPGが使用するテナントとアプリケーションプロファイルを設定します。

EPGコントラクトマスターとして機能するようにアプリケーション EPGを設定します。

共有するコントラクトを設定し、コントラクトマスターに関連付けます。

手順

REST APIを使用してuSegのコントラクト継承を設定するには、次の例のようなXMLをPOST
送信します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="Tn1" >

<fvAEPg descr="" dn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_120" fwdCtrl=""
isAttrBasedEPg="yes" matchT="AtleastOne" name="uSeg1_301_120" pcEnfPref="unenforced"
prefGrMemb="exclude" prio="unspecified">

<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_100" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_110" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_50" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_60" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_30" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_10" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_40" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_70" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_90" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_20" />
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/ap-AP1/epg-uSeg1_301_80" />
<fvRsNodeAtt descr="" encap="unknown" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-1/node-108" />
<fvRsNodeAtt descr="" encap="unknown" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-1/node-109" />
<fvRsDomAtt classPref="encap" delimiter="" encap="vlan-301" encapMode="auto"

instrImedcy="immediate" netflowPref="disabled" primaryEncap="unknown"
resImedcy="immediate" tDn="uni/phys-PhysDom1" />

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName="" />
<fvRsBd tnFvBDName="T1BD21" />
<fvCrtrn descr="" match="any" name="default" nameAlias="" ownerKey=""

ownerTag="" prec="0">
<fvIpAttr descr="" ip="192.14.1.120" name="0" nameAlias="" ownerKey=""

ownerTag="" usefvSubnet="no" />
</fvCrtrn>

</fvAEPg>
</fvTenant>

</polUni>
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次のタスク

REST APIを使用した L2Out EPGのコントラクト継承の設定

始める前に

EPGが使用するテナントとアプリケーションプロファイルを設定します。

L2Outコントラクトマスターとして機能するように L2Out EPGを設定します。

共有するコントラクトを設定し、コントラクトマスターに関連付けます。

手順

REST APIを使用して L2Out EPGのコントラクト継承を設定するには、次の例のような XML
を POST送信します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="Tn1" >

<l2extOut name="l2out1">
<l2extRsEBd encap="vlan-51" tnFvBDName="T1BD1" />
<l2extRsL2DomAtt tDn="uni/l2dom-l2Dom1" />
<l2extLNodeP name="default" >

<l2extLIfP name="default" >
<l2extRsPathL2OutAtt tDn="topology/pod-1/protpaths-108-109/pathep-[VPC83]"

/>
</l2extLIfP>

</l2extLNodeP>
<l2extInstP matchT="AtleastOne" name="l2Ext1">

<fvSubnet ctrl="nd" ip="192.13.1.10/24" preferred="no" scope="public,shared"
virtual="no" />

<fvRsProv tnVzBrCPName="T1ctr_tcp" />
</l2extInstP>

</l2extOut>

<l2extOut name="l2out2">
<l2extRsEBd encap="vlan-53" tnFvBDName="T1BD3" />
<l2extRsL2DomAtt tDn="uni/l2dom-l2Dom1" />
<l2extLNodeP name="default" >

<l2extLIfP name="default" >
<l2extRsPathL2OutAtt tDn="topology/pod-1/protpaths-108-109/pathep-[VPC84]"

/>
</l2extLIfP>

</l2extLNodeP>
<l2extInstP matchT="AtleastOne" name="l2Ext3" prefGrMemb="exclude">

<fvSubnet ctrl="nd" ip="192.13.2.10/24" preferred="no" scope="public,shared"
virtual="no" />

<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn1/l2out-l2out1/instP-l2Ext1" />
</l2extInstP>

</l2extOut>

</fvTenant>
</polUni>
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REST APIを使用した L3Out EPGのコントラクト継承の設定

始める前に

EPGが使用するテナントとアプリケーションプロファイルを設定します。

L3Outコントラクトマスターとして機能するように L3Out EPGを設定します。

共有するコントラクトを設定し、コントラクトマスターに関連付けます。

手順

REST APIを使用して L3Out EPGのコントラクト継承を設定するには、次の例のような XML
を POST送信します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="Tn6" >

<!— L3out creation -->
<ospfIfPol deadIntvl="40" helloIntvl="10" name="ospf1" pfxSuppress="inherit" prio="1"

rexmitIntvl="5" xmitDelay="1" />
<l3extOut enforceRtctrl="export" name="T6L3out821">

<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="redistribute,summary" areaId="0.0.0.1"
areaType="regular" />

<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-L3Dom1" />
<l3extRsEctx tnFvCtxName="T6ctx21" />
<l3extLNodeP name="l3out_vpc82_prof" >

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="1.1.1.8" rtrIdLoopBack="yes"
tDn="topology/pod-1/node-108">

<l3extInfraNodeP fabricExtCtrlPeering="no" />
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="1.1.1.9" rtrIdLoopBack="yes"

tDn="topology/pod-1/node-109">
<l3extInfraNodeP fabricExtCtrlPeering="no" />

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="ospf1" >

<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" >
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName="ospf1" />

</ospfIfP>
<l3extRsPathL3OutAtt encap="vlan-551" ifInstT="ext-svi" mode="regular"

mtu="1500" tDn="topology/pod-1/protpaths-108-109/pathep-[VPC82]" >
<l3extMember addr="192.16.51.1/24" llAddr="0.0.0.0" side="B" />
<l3extMember addr="192.16.51.2/24" llAddr="0.0.0.0" side="A" />

</l3extRsPathL3OutAtt>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName="" />

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>

<l3extInstP matchT="AtleastOne" name="T6l3Ext821">
<fvRsProv tnVzBrCPName="T6ctr_UDP_TCP2" />
<fvRsCons tnVzBrCPName="T6ctr_UDP_TCP1" />

<l3extSubnet ip="192.16.51.0/24"
scope="import-security,shared-rtctrl,shared-security" />

<l3extSubnet ip="192.16.61.0/24"
scope="import-security,shared-rtctrl,shared-security" />

<vzConsSubjLbl name="tcp" tag="green" />
<vzProvSubjLbl name="tcp" tag="green" />

</l3extInstP>
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<l3extInstP matchT="AtleastOne" name="T6l3Ext823">
<fvRsSecInherited tDn="uni/tn-Tn6/out-T6L3out821/instP-T6l3Ext821" />

<l3extSubnet ip="192.16.63.0/24"
scope="import-security,shared-rtctrl,shared-security" />

</l3extInstP>
</l3extOut>

</fvTenant>
</polUni>

優先グループ契約

契約優先グループについて

契約優先グループが設定されている VRFで、EPGに利用可能なポリシー適用には 2種類あり
ます。

• EPGを含む：EPGが契約優先グループのメンバーシップを持っている場合、EPGは契約
をせずにお互いに自由に通信できます。これは、source-any-destination-any-permitデフォル
トルールに基づくものです。

• EPGを除外：優先グループのメンバーではない EPGは、相互に通信するために契約が必
要です。そうしない場合、デフォルトの source-any-destination-any-denyルールが適用され
ます。

契約優先グループ機能では、VRFで EPG間のより高度な通信の制御が可能です。VRFの EPG
のほとんどはオープン通信ですが、一部には他の EPGとの制限がある場合、契約優先グルー
プとフィルタ付きの契約の組み合わせを設定し、EPG内の通信を正確に制御できます。

優先グループから除外されているEPGは、source-any-destination-any-denyデフォルトルールを
上書きする契約がある場合にのみ、他 EPGと通信できます。
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図 18 :契約優先グループの概要

制限事項

以下の制限が契約優先グループに適用されます。

• L3Outおよびアプリケーション EPGが契約優先グループで設定されており、EPGが VPC
でのみ展開されているトポロジで、VPCの 1つのリーフスイッチのみに L3Outのプレ
フィックスエントリがあることがわかります。この場合、VPCの他のリーフスイッチに
はエントリがなく、そのためトラフィックをドロップします。

この問題を回避するには、次のいずれかを行います。

• VRFの契約グループを無効および再度有効にします。

• L3Out EPGのプレフィックスエントリを削除し再度作成します。

•また、サービスグラフ契約のプロバイダまたはコンシューマ EPGが契約グループに含ま
れる場合、シャドウ EPGは契約グループから除外できません。シャドウ EPGは契約グ
ループで許可されますが、シャドウEPGが展開されているノードで契約グループポリシー
の展開をトリガしません。ノードに契約グループポリシーをダウンロードするには、契約

グループ内にダミー EPGを展開します。
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REST APIを使用した契約優先グループの設定

次の例は、契約優先グループを作成 vrf64 、し、VRFで次の 3つの Epgを作成します。

• epg ldap :優先グループに含まれています

• メール :優先グループに含まれています

• radius :優先グループから除外

始める前に

VRFで、テナント、Vrf、および、Epgを作成します。

手順

XMLの例などと、postを送信することにより契約優先グループを作成します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="tenant64">
<fvCtx name="vrf64"> <vzAny prefGrMemb="enabled"/> </fvCtx>
<fvBD name="bd64"> <fvRsCtx tnFvCtxName="vrf64"/> </fvBD>
<fvAp name="app-lldp">
<fvAEPg name="epg-ldap" prefGrMemb="include">
<fvRsBd tnFvBDName="bd64"/>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]" encap="vlan-113"

instrImedcy="immediate"/>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="mail" prefGrMemb="include">
<fvRsBd tnFvBDName="bd64"/>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/4]" encap="vlan-114"

instrImedcy="immediate"/>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="radius" prefGrMemb="exclude">
<fvRsBd tnFvBDName="bd64"/>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/5]" encap="vlan-115"

instrImedcy="immediate"/>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

</polUni>

次のタスク

通信を制御するには、契約の作成、 radius 他 Epgで EPG。
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適用されるブリッジドメインの設定
適用されるブリッジドメイン（BD）設定では、関連付けられているブリッジドメイン内のサ
ブネットゲートウェイを pingできるサブジェクトエンドポイントグループ（EPG）で、エン
ドポイントを作成する必要があります。

この設定では、任意のサブネットゲートウェイに pingを送信できる IPアドレスのグローバル
例外リストを作成できます。

図 19 :適用されるブリッジドメイン

•例外の IPアドレスは、すべての VRF上ですべての BDゲートウェイの pingを実行できま
す。

• L3アウトに設定されているループバックインターフェイスは、対象とするループバック
インターフェイスに設定されている IPアドレスへの到達可能性を強制しません。

• eBGPピア IPアドレスが、L3outインターフェイスのサブネットとは異なるサブネットに
存在している場合、許容される例外サブネットにピアサブネットを追加する必要がありま

す。

そうしないと、送信元 IPアドレスが L3outインターフェイスのサブネットとは異なるサ
ブネットに存在するため、eBGPトラフィックがブロックされます。

（注）
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REST APIを使用した、適用されるブリッジドメインの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

POSTが成功すると、作成したオブジェ
クトが出力に表示されます。

テナントを作成します。

例：

ステップ 1

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

VRFおよびブリッジドメインを作成し
ます。

ステップ 2 ゲートウェイアドレスは、

IPv4または IPv6アドレスにす
ることができます。IPv6ゲー
トウェイアドレスの詳細につ

いては、関連する KB記事、
「KB: Creating a Tenant, VRF,
and Bridge Domain with IPv6
Neighbor Discovery」を参照し
てください。

（注）

例：

URL for POST:
https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-ExampleCorp.xml

<fvTenant name="ExampleCorp">
<fvCtx name="pvn1"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="pvn1"
bdEnforceEnable="yes"/>

<fvSubnet ip="10.10.100.1/24"/>
</fvBD>

</fvTenant>

例外 IPを追加するには、次の POST送
信を使用します:

https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/infra.xml
<bdEnforceExceptionCont>

<bdEnforceExceptIp ip="11.0.1.0/24"/>

</bdEnforceExceptionCont>

外部ルーテッドを設定すると

きにパブリックサブネットが

ある場合は、ブリッジドメイ

ンを外部設定と関連付ける必

要があります。

（注）

Cisco APIC REST API設定ガイド
218

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

REST APIを使用した、適用されるブリッジドメインの設定



第 12 章

コアサービスのプロビジョニング

• DHCP（219ページ）
• DNS（223ページ）
• NTP（225ページ）
• Tetration（226ページ）
• NetFlow（227ページ）
• DOM統計情報（232ページ）
• Syslog（233ページ）
•データプレーンポリシング（236ページ）
•トラフィックストーム制御（240ページ）
•不正エンドポイント制御（242ページ）

DHCP

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
Information Option）を、クライアントの代わりに中継する DHCP要求に挿入します。応答
（DHCPオファー）がオプション 82なしで DHCPサーバから返された場合、その応答はファ
ブリックによってサイレントにドロップされます。したがって、ACI fabricが DHCPリレーと
して動作するときは、ACI fabricに接続されたノードを計算するために IPアドレスを提供して
いる DHCPサーバはオプション 82をサポートする必要があります。
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GUIを使用したAPICインフラストラクチャ用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。ドメインにそ
れらの関連付けが確立されていない場合、APICでは EPGの展開を続行しますが障害が発
生します。

• 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。

始める前に

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

<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>

例：
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レイヤ 3 Outsideの DHCPリレーポリシー

l3extLIfPで適切な名前とオーナーを使用して DHCPリレーラベルを指定する必要が
あります。

（注）

<polUni>
<fvTenant name="dhcpTn">
<l3extOut name="Out1" >
<l3extLNodeP name="NodeP" >
<l3extLIfP name="Intf1">

<dhcpLbl name="DhcpRelayPol" owner="tenant" />
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>
<polUni>

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

レイヤ 2およびレイヤ 3の DHCPリレーのサンプルポリシー
This sample policy provides an example of a consumer tenant L3extOut DHCP relay configuration:
<polUni>

<!-- Consumer Tenant 2 -->
<fvTenant
dn="uni/tn-tenant1"
name="tenant1">
<fvCtx name="dhcp"/>

<!-- DHCP client bridge domain -->
<fvBD name="cons2">

<fvRsBDToOut tnL3extOutName='L3OUT'/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="dhcp" />

<fvSubnet ip="20.20.20.1/24"/>
<dhcpLbl name="DhcpRelayP" owner="tenant"/>

</fvBD>
<!-- L3Out EPG DHCP -->

<l3extOut name="L3OUT">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="dhcp"/>
<l3extInstP name="l3extInstP-1">

<!-- Allowed routes to L3out to send traffic -->
<l3extSubnet ip="100.100.100.0/24" />

</l3extInstP>
<l3extLNodeP name="l3extLNodeP-pc">
<!-- VRF External loopback interface on node -->

<l3extRsNodeL3OutAtt
tDn="topology/pod-1/node-1018"
rtrId="10.10.10.1" />

<l3extLIfP name='l3extLIfP-pc'>
<l3extRsPathL3OutAtt

tDn="topology/pod-1/paths-1018/pathep-[eth1/7]"
encap='vlan-900'
ifInstT='sub-interface'
addr="100.100.100.50/24"
mtu="1500"/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>

</l3extOut>
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<!-- Static DHCP Client Configuration -->
<fvAp name="cons2">

<fvAEPg name="APP">
<fvRsBd tnFvBDName="cons2"/>

<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-mininet"/>
<fvRsPathAtt

tDn="topology/pod-1/paths-1017/pathep-[eth1/3]"
encap="vlan-1000"
instrImedcy='immediate'
mode='native'/>

</fvAEPg>
</fvAp>

<!-- DHCP Server Configuration -->
<dhcpRelayP

name="DhcpRelayP"
owner="tenant"
mode="visible">
<dhcpRsProv

tDn="uni/tn-tenant1/out-L3OUT/instP-l3extInstP-1"
addr="100.100.100.1"/>

</dhcpRelayP>
</fvTenant>
</polUni>

This sample policy provides an example of a consumer tenant L2extOut DHCP relay configuration:
<fvTenant
dn="uni/tn-dhcpl2Out"
name="dhcpl2Out">
<fvCtx name="dhcpl2Out"/>

<!-- bridge domain -->

<fvBD name="provBD">
<fvRsCtx tnFvCtxName="dhcpl2Out" />

<fvSubnet ip="100.100.100.50/24" scope="shared"/>
</fvBD>

<!-- Consumer bridge domain -->
<fvBD name="cons2">
<fvRsCtx tnFvCtxName="dhcpl2Out" />

<fvSubnet ip="20.20.20.1/24"/>
<dhcpLbl name="DhcpRelayP" owner="tenant"/>

</fvBD>

<vzFilter name='t0f0' >
<vzEntry name='t0f0e9'></vzEntry>
</vzFilter>

<vzBrCP name="webCtrct" scope="global">
<vzSubj name="app">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="t0f0"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>

<l2extOut name="l2Out">
<l2extLNodeP name='l2ext'>
<l2extLIfP name='l2LifP'>
<l2extRsPathL2OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-1018/pathep-[eth1/7]"/>

</l2extLIfP>
</l2extLNodeP>

<l2extInstP name='l2inst'>
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct"/>

</l2extInstP>
<l2extRsEBd tnFvBDName="provBD" encap='vlan-900'/>
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</l2extOut>

<fvAp name="cons2">
<fvAEPg name="APP">
<fvRsBd tnFvBDName="cons2" />

<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-mininet" />
<fvRsBd tnFvBDName="SolarBD2" />
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-1018/pathep-[eth1/48]"

encap="vlan-1000" instrImedcy='immediate' mode='native'/>
</fvAEPg>

</fvAp>
<dhcpRelayP name="DhcpRelayP" owner="tenant" mode="visible">

<dhcpRsProv tDn="uni/tn-dhcpl2Out/l2out-l2Out/instP-l2inst" addr="100.100.100.1"/>

</dhcpRelayP>
</fvTenant>

DNS

DNS
ACIファブリックの DNSサービスは、ファブリックの管理対象オブジェクトに含まれます。
ファブリックのグローバルデフォルト DNSプロファイルには、ファブリック全体でアクセス
できます。次の図は、ファブリック内の DNS管理対象オブジェクトの論理関係を示します。

図 20 : DNS

グローバルデフォルトDNSサービスを使用するために、VRF（コンテキスト）には dnsLBLオ

ブジェクトを含める必要があります。ラベルの一致により、テナント VRFはグローバル DNS
プロバイダを消費することができます。グローバル DNSプロファイルの名前が「default」な
ので、VRFラベル名は「default」になります（dnsLBL name = default）。
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REST APIを使用した DNSプロバイダーと接続するための DNSサービ
スポリシーの設定

始める前に

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。

例：

POST URL: https://apic-IP-address/api/node/mo/uni/tn-mgmt/ctx-oob.xml
<dnsLbl name="default" tag="yellow-green"/>

DNSポリシーの例
このポリシーの例では DNSプロファイルを作成し、テナントに関連付けします。

Create the DNS profile:
<!-- /api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fabricInst>
<dnsProfile name="default">

<dnsProv addr="172.21.157.5" preferred="yes"/>
<dnsDomain name="insieme.local" isDefault="yes"/>
<dnsRsProfileToEpg tDn="uni/tn-mgmt/mgmtp-default/oob-default"/>

</dnsProfile>
</fabricInst>
</polUni>

Associate the profile with the tenant that will consume it:
<!-- /api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
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<fvTenant name=’t1’>
<fvCtx name=’ctx0’>
<dnsLbl name=’default’/>

</fvCtx>
</fvTenant>
</polUni>

NTP

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。

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="">
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<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>

Tetration

概要

この記事は、Cisco APICを使用しているとき、Cisco Tetration Analyticsを設定する方法の例を
示します。次の情報は Cisco Tetration Analyticsを設定する際に適用されます。

•インバンド管理 IPアドレスは、Cisco Tetration Analyticsエージェントがアクティブになっ
ている各リーフで設定する必要があります。

•分析ポリシーを定義し、Cisco Tetration Analyticsサーバの宛先 IPアドレスを指定します。

•スイッチプロファイルを作成し、前の手順で作成したポリシーグループを含みます。
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REST APIを使用した Cisco Tetration Analyticsの設定

手順

ステップ 1 分析ポリシーを作成します。

例：

<analyticsCluster name="tetration" >
<analyticsCfgSrv name="srv1" ip="10.30.30.7" >
</analyticsCfgSrv>
</analyticsCluster>

ステップ 2 分析をポリシーグループに関連付けます。

例：

<fabricLeNodePGrp descr="" name="mypolicy6" ownerKey="" ownerTag=""
rn="lenodepgrp-mypolicy6" status="">

<fabricRsNodeCfgSrv rn="rsnodeProv" status=""
tDn="uni/fabric/analytics/cluster-tetration/cfgsrv-srv1" />
</fabricLeNodePGrp>

ステップ 3 ポリシーグループをスイッチに関連付けます。

例：

<fabricLeafP name="leafs" rn="leprof-leafs" status="" >
<fabricLeafS name="sw" rn="leaves-sw-typ-range" status="">

<fabricRsLeNodePGrp rn="rsleNodePGrp"
tDn="uni/fabric/funcprof/lenodepgrp-mypolicy6"/>

<fabricNodeBlk name="switches" from_="101" to_="101" />
</fabricLeafS>

</fabricLeafP>

NetFlow

NetFlowについて
NetFlowテクノロジは、ネットワークトラフィックアカウンティング、従量制のネットワーク
課金、ネットワークプランニング、そしてサービス拒絶に対する監視機能、ネットワーク監

視、社外マーケティング、およびサービスプロバイダと企業顧客向け両方のデータマイニン

グなど、主要な一連のアプリケーションの計測基盤を効果的にします。Ciscoは NetFlowエク
スポートデータの収集、データ量削減、ポストプロセッシングを行う一連の NetFlowアプリ
ケーションを提供し、エンドユーザーアプリケーションが NetFlowデータへ簡単にアクセス
できるようにします。この機能により、同じレベルを介したトラフィックのモニタリングを実

行する、NetFlowがデータセンターを通過するトラフィックのモニタリングを有効にすると、
Cisco Application Centric Infrastructure ( Cisco ACI )ファブリック。
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ハードウェアがレコードからコレクタに直接エクスポートする代わりに、レコードはスーパー

バイザエンジンで処理され、必要な形式で標準のNetFlowコレクタにエクスポートされます。

仮想マシンネットワーキングの NetFlowの設定についてを参照してください、『Cisco ACI
Virtualization Guide』。

NetFlowは EXスイッチでのみサポートされています。参照してください、 Cisco Nexus 9000
シリーズ ACIモードのスイッチの Cisco NX-OSリリースノート マニュアル、サポートされて
いるのリストについては、インストールされているリリースにスイッチ EX。

（注）

REST APIを使用した、VMネットワーキングのための NetFlowエクス
ポータポリシーの設定

XMLの次の例では、REST APIを使用して VMネットワーキングの NetFlowエクスポータポ
リシーを設定する方法を示します。

<polUni>
<infraInfra>

<netflowVmmExporterPol name=“vmExporter1” dstAddr=“2.2.2.2” dstPort=“1234”
srcAddr=“4.4.4.4”/>

</infraInfra>
</polUni>

REST APIを使用した NetFlowインフラセレクタの設定
REST APIを使用して、NetFlowインフラセレクタを設定することができます。インフラセレ
クタは、PHY、ポートチャネル、仮想ポートチャネル、ファブリックエクステンダ（FEX）、
ポートチャネルファブリックエクステンダ（FEXPC）インターフェイに Netflowに接続する
ために使用されます。

次の XMLの例では、REST APIを使用して NetFlowセレクタインフラを設定する方法を示し
ます。

<infraInfra>
<!--Create Monitor Policy /-->
<netflowMonitorPol name='monitor_policy1' descr='This is a monitor policy.'>

<netflowRsMonitorToRecord tnNetflowRecordPolName='record_policy1' />
<!-- A Max of 2 exporters allowed per Monitor Policy /-->
<netflowRsMonitorToExporter tnNetflowExporterPolName='exporter_policy1' />
<netflowRsMonitorToExporter tnNetflowExporterPolName='exporter_policy2' />

</netflowMonitorPol>

<!--Create Record Policy /-->
<netflowRecordPol name='record_policy1' descr='This is a record policy.'

match='src-ipv4,src-port'/>

<!--Create Exporter Policy /-->
<netflowExporterPol name='exporter_policy1' dstAddr='10.10.1.1' srcAddr='10.10.1.10'

ver='v9' descr='This is an exporter policy.'>
<!--Exporter can be behind app EPG or external L3 EPG (InstP) /-->
<netflowRsExporterToEPg tDn='uni/tn-t1/ap-app1/epg-epg1'/>
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<!--This Ctx needs to be the same Ctx that EPG1’s BD is part of /-->
<netflowRsExporterToCtx tDn='uni/tn-t1/ctx-ctx1'/>

</netflowExporterPol>

<!--Node-level Policy for collection Interval /-->
<netflowNodePol name='node_policy1' collectIntvl='500' />

<!-- Node Selectors - usual config /-->
<infraNodeP name="infraNodeP-17" >

<infraLeafS name="infraLeafS-17" type="range">
<!-- NOTE: The nodes can also be fex nodes /-->
<infraNodeBlk name="infraNodeBlk-17" from_="101" to_="101"/>
<infraRsAccNodePGrp tDn='uni/infra/funcprof/accnodepgrp-nodePGrp1' />

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

</infraNodeP>

<!-- Port Selectors - usual config /-->
<infraAccPortP name="infraAccPortP" >

<infraHPortS name="infraHPortS" type="range">
<!-- NOTE: The interfaces can also be Port-channels, fex interfaces or fex

PCs /-->
<infraPortBlk name="infraPortBlk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="8"

toPort="8"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-infraAccPortGrp"/>

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<!-- Policy Groups - usual config /-->
<infraFuncP>

<!-- Node Policy Group - to setup Netflow Node Policy /-->
<infraAccNodePGrp name='nodePGrp1' >

<infraRsNetflowNodePol tnNetflowNodePolName='node_policy1' />
</infraAccNodePGrp>

<!-- Access Port Policy Group - to setup Netflow Monitor Policy /-->
<infraAccPortGrp name="infraAccPortGrp" >

<!--One Monitor Policy per address family (ipv4, ipv6, ce) /-->
<infraRsNetflowMonitorPol tnNetflowMonitorPolName='monitor_policy1'

fltType='ipv4'/>
<infraRsNetflowMonitorPol tnNetflowMonitorPolName='monitor_policy2'

fltType='ipv6'/>
<infraRsNetflowMonitorPol tnNetflowMonitorPolName=‘monitor_policy2'

fltType=‘ce'/>
</infraAccPortGrp>

</infraFuncP>
</infraInfra>

REST APIを使用して、NetFlowテナント階層の設定
REST APIを使用して、NetFlowテナント階層を設定することができます。レイヤ 3スイッチ
仮想インターフェイス (SVI)またはブリッジドメイン、レイヤ 3サブインターフェイスに
NetFlow monitorを添付テナント階層が使用されます。

XMLの次の例では、REST APIを使用してNetFlowテナント階層を設定する方法を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

<fvTenant name="t1">
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<!--Create Monitor Policy /-->
<netflowMonitorPol name='monitor_policy1' descr='This is a monitor policy.'>

<netflowRsMonitorToRecord tnNetflowRecordPolName='record_policy1' />
<!-- A Max of 2 exporters allowed per Monitor Policy /-->
<netflowRsMonitorToExporter tnNetflowExporterPolName='exporter_policy1' />
<netflowRsMonitorToExporter tnNetflowExporterPolName='exporter_policy2' />

</netflowMonitorPol>
<!--Create Record Policy /-->
<netflowRecordPol name='record_policy1' descr='This is a record policy.'/>

<!--Create Exporter Policy /→
<netflowExporterPol name='exporter_policy1' dstAddr='10.0.0.1' srcAddr='10.0.0.4'>

<!--Exporter can be behind app EPG or external L3 EPG (InstP) /-->
<netflowRsExporterToEPg tDn='uni/tn-t1/ap-app1/epg-epg2'/>
<!--netflowRsExporterToEPg tDn='uni/tn-t1/out-out1/instP-accountingInst'

/-->
<!--This Ctx needs to be the same Ctx that EPG2’s BD is part of /-->
<netflowRsExporterToCtx tDn='uni/tn-t1/ctx-ctx1' />

</netflowExporterPol>

<!--Create 2nd Exporter Policy /-->
<netflowExporterPol name='exporter_policy2' dstAddr='11.0.0.1' srcAddr='11.0.0.4'>

<netflowRsExporterToEPg tDn='uni/tn-t1/ap-app1/epg-epg2'/>
<netflowRsExporterToCtx tDn='uni/tn-t1/ctx-ctx1' />

</netflowExporterPol>

<fvCtx name="ctx1" />

<fvBD name="bd1" unkMacUcastAct="proxy" >
<fvSubnet descr="" ip="11.0.0.0/24"\>
<fvRsCtx tnFvCtxName="ctx1" />

<!--One Monitor Policy per address family (ipv4, ipv6, ce) /-->
<fvRsBDToNetflowMonitorPol tnNetflowMonitorPolName='monitor_policy1'

fltType='ipv4'/>
<fvRsBDToNetflowMonitorPol tnNetflowMonitorPolName='monitor_policy2'

fltType='ipv6'/>
<fvRsBDToNetflowMonitorPol tnNetflowMonitorPolName=‘monitor_policy2'

fltType='ce'/>
</fvBD>

<!--Create App EPG /-->
<fvAp name="app1">

<fvAEPg name="epg2" >
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsPathAtt encap="vlan-20" instrImedcy="lazy" mode="regular"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/20]"/>
</fvAEPg>

</fvAp>

<!--L3 Netflow Config for sub-intf and SVI /-->
<l3extOut name="out1">

<l3extLNodeP name="lnodep1" >
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="1.2.3.4" />
<l3extLIfP name='lifp1'>

<!--One Monitor Policy per address family (ipv4, ipv6, ce) /-->
<l3extRsLIfPToNetflowMonitorPol

tnNetflowMonitorPolName='monitor_policy1' fltType='ipv4' />
<l3extRsLIfPToNetflowMonitorPol

tnNetflowMonitorPolName='monitor_policy2' fltType='ipv6' />
<l3extRsLIfPToNetflowMonitorPol
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tnNetflowMonitorPolName=‘monitor_policy2' fltType=‘ce' />

<!--Sub-interface 1/40.40 on node 101 /-->
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"

ifInstT='sub-interface' encap='vlan-40' />

<!--SVI 50 attached to eth1/25 on node 101 /-->
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/25]"

ifInstT='external-svi' encap='vlan-50' />
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>

<!--External L3 EPG for Exporter behind external L3 Network /-->
<l3extInstP name="accountingInst">

<l3extSubnet ip="11.0.0.0/24" />
</l3extInstP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx1"/>

</l3extOut>
</fvTenant>

</polUni>

VMware VDSに REST APIを使用して VMMドメインで NetFlowエクス
ポータポリシーを使用する

次に示すのは、REST APIを使用して VMMドメインで NetFlowエクスポータポリシーを利用
する方法を示す XMLの例です:
<polUni>

<vmmProvP vendor=“VMware”>
<vmmDomP name=“mininet”>

<vmmVSwitchPolicyCont>
<vmmRsVswitchExporterPol tDn=“uni/infra/vmmexporterpol-vmExporter1”

activeFlowTimeOut=“62” idleFlowTimeOut=“16” samplingRate=“1”/>
</vmmVSwitchPolicyCont>

</vmmDomP>
</vmmProvP>

</polUni>

NetFlowまたは REST APIを使用して Tetration分析優先度の設定
NetFlowまたは Cisco Tetration分析機能を使用して、設定するかどうかを指定することができ
ます、 FeatureSel の属性、 <fabricNodeControl> 要素</fabricNodeControl>。FeatureSel属

性は、次のいずれかの値を取ることができます。

• 分析 : Cisco Tetration分析を指定します。これはデフォルト値です。

• netflow : NetFlowを指定します。

スイッチの NetFlow機能を使用するには、「test1」次の例 REST API postを指定します。
http://192.168.10.1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<fabricNodeControl name="test1" FeatureSel="netflow" />
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DOM統計情報

Digital Optical Monitoringについて
リアルタイムデジタル光モニタリング（DOM）データは、SFP、SFP +、および XFPsから定
期的に収集し、警告およびアラームのしきい値表の値と比較されます。収集されたDOMデー
タは、トランシーバ送信バイアス電流、トランシーバ送信電力、トランシーバ受信電力、およ

びトランシーバ電源電圧です。

REST APIを使用したデジタルオプティカルモニタリングの有効化
物理インターフェイスに関するデジタルオプティカルモニタリング（DOM）統計情報を表示
するには、インターフェイスの DOMを有効にします。

REST APIを使用して DOMを有効にするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 次の例のように、ファブリックノード制御ポリシー（fabricNodeControlPolicy）を作成します。
<fabricNodeControl dn="uni/fabric/nodecontrol-testdom" name="testdom" control="1"
rn="nodecontrol-testdom" status="created" />

ステップ 2 次のように、ファブリックノード制御ポリシーをポリシーグループに関連付けます。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<fabricLeNodePGrp dn="uni/fabric/funcprof/lenodepgrp-nodegrp2" name="nodegrp2"
rn="lenodepgrp-nodegrp2" status="created,modified" >

<fabricRsMonInstFabricPol tnMonFabricPolName="default" status="created,modified" />
<fabricRsNodeCtrl tnFabricNodeControlName="testdom" status="created,modified" />

</fabricLeNodePGrp>

ステップ 3 ポリシーグループをスイッチ（次の例ではスイッチは 103）に、次のように関連付けます。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<fabricLeafP>
<attributes>
<dn>uni/fabric/leprof-leafSwitchProfile</dn>
<name>leafSwitchProfile</name>
<rn>leprof-leafSwitchProfile</rn>
<status>created,modified</status>
</attributes>
<children>
<fabricLeafS>
<attributes>
<dn>uni/fabric/leprof-leafSwitchProfile/leaves-test-typ-range</dn>
<type>range</type>
<name>test</name>
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<rn>leaves-test-typ-range</rn>
<status>created,modified</status>
</attributes>
<children>
<fabricNodeBlk>
<attributes>

<dn>uni/fabric/leprof-leafSwitchProfile/leaves-test-typ-range/nodeblk-09533c1d228097da</dn>

<from_>103</from_>
<to_>103</to_>
<name>09533c1d228097da</name>
<rn>nodeblk-09533c1d228097da</rn>
<status>created,modified</status>
</attributes>
</fabricNodeBlk>
</children>
<children>
<fabricRsLeNodePGrp>
<attributes>
<tDn>uni/fabric/funcprof/lenodepgrp-nodegrp2</tDn>
<status>created</status>
</attributes>
</fabricRsLeNodePGrp>
</children>
</fabricLeafS>
</children>
</fabricLeafP>

Syslog

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。
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•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は、『Cisco APIC Faults,
Events, and System Messages Management Guide』で説明しています。システムログメッセージ
のリストについては『Cisco ACI System Messages Reference Guide』を参照してください。

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）

REST APIを使用した Syslogグループと宛先の設定
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。この例では、コンソールへアラート、ローカルファイルへ情報、リ

モート syslogサーバへ警告を送信します。

手順

REST APIを使用して syslogグループおよび宛先を作成するには、次の例のように XMLで
POSTを送信します。

例：

<syslogGroup name name="tenant64_SyslogDest" format="aci"
dn="uni/fabric/slgroup-tenant64_SyslogDest">

<syslogConsole name="" format="aci" severity="alerts" adminState="enabled"/>
<syslogFile name="" format="aci" severity="information" adminState="enabled"/>
<syslogProf name="syslog" adminState="enabled"/>
<syslogRemoteDest name="Syslog_remoteDest" format="aci" severity="warnings"

adminState="enabled" port="514" host="192.168.100.20"
forwardingFacility="local7">

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

REST APIを使用した 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。

始める前に

syslogモニタリング宛先グループを作成します。

手順

Syslogの送信元を作成するには、次の例のように XMLで POST要求を送信します。

例：

<syslogSrc
name="VRF64_SyslogSource" minSev="warnings" incl="faults"
dn="uni/tn-tenant64/monepg-MonPol1/slsrc-VRF64_SyslogSource">
<syslogRsDestGroup tDn="uni/fabric/slgroup-tenant64_SyslogDest"/>

</syslogSrc>

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
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port : 514
rn : rdst-172.23.49.77
severity : information
status :
uid : 15374
vrfId : 0
vrfName :

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>

データプレーンポリシング

概要

この記事では、データプレーンポリシングを設定する方法の例について説明します。

データプレーンポリシング（DPP）を使用して、ACIファブリックアクセスインターフェイ
スの帯域幅使用量を管理します。DPPポリシーは出力トラフィック、入力トラフィック、また
はその両方に適用できます。DPPは特定のインターフェイスのデータレートを監視します。
データレートがユーザ設定値を超えると、ただちにパケットのマーキングまたはドロップが発

生します。ポリシングではトラフィックがバッファリングされないため、伝搬遅延への影響は

ありません。トラフィックがデータレートを超えた場合、ACIファブリックは、パケットのド
ロップか、パケット内 QoSフィールドのマーキングのどちらかを実行できます。

3.2リリース以前、同じポリサーが L2および L3ケースのリーフに割り当てられているとき、
ポリサーの標準的な動作は EPGに適用されるDPPポリシーのケースの各 EPGメンバーになっ
ていました。この区別は、L2/L3ケースのDPPポリサーがすでにインターフェイスごとになっ
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ていると想定されたため行われました。そのため、異なるのインターフェイスは、別のポリ

サーを取得できると想定されました。EPGあたりの DPPポリシーが導入されましたが、特定
のリーフで複数のメンバーが存在可能なことが明確になり、その後不要なドロップを避けるた

め、ポリサーは各メンバーごとになりました。

3.2のリリース以降、明確なセマンティクスはデータプレーンポリサーポリシー自体になり、
同じように CLIに示されるように共有モード設定を導入する新しいフラグです。基本的に、
データプレーンポリサーが L2/L3または各 EPGに適用される場合、異なる暗黙の動作はあり
ません。現在、ユーザーは動作の管理が可能です。共有モードが [shared]に設定されている場
合、同じデータプレーンポリサーを参照するリーフ上のすべてのエンティティが同じ HWポ
リサーを共有します。共有モードが [dedicated]に設定されている場合、リーフ上で各 L2、L3
または EPGのメンバーに異なる HWポリサーが割り当てられます。ポリサーは、制限する必
要があるエンティティ専用です。

DPPポリシーは、シングルレート、デュアルレート、カラー対応のいずれかになります。シン
グルレートポリシーは、トラフィックの認定情報レート（CIR）を監視します。デュアルレー
トポリサーは、CIRと最大情報レート（PIR）の両方を監視します。また、システムは、関連
するバーストサイズもモニタします。指定したデータレートパラメータに応じて、適合（グ

リーン）、超過（イエロー）、違反（レッド）の3つのカラー、つまり条件が、パケットごと
にポリサーによって決定されます。

通常、DPPポリシーは、サーバやハイパーバイザなどの仮想または物理デバイスへの物理また
は仮想レイヤ 2接続に適用されます。ルータについてはレイヤ 3接続で適用されます。リーフ
スイッチアクセスポートに適用されたDPPポリシーは、ACIファブリックのファブリックア
クセス（infra）部分で設定します。設定はファブリック管理者が行う必要があります。ボー
ダーリーフスイッチアクセスポート（l3extOutまたは l2extOut）上のインターフェイスに適
用される DPPポリシーは、ACIファブリックのテナント（fvTenant）部分で設定します。テナ
ント管理者がその設定を行うことができます。

エンドポイントのグループからCisco ACIファブリックに入るトラフィックをEPGのメンバー
アクセスインターフェイスごとに限定されるように、データプレーンポリサーも、EPGに適
用できます。これは、1つ EPGのさまざまな Epgでアクセスリンクを共有する場所の
monopolizationを防ぐために役立ちます。

各状況に設定できるアクションは 1つだけです。たとえば、DPPポリシーを最大 200ミリ秒の
バーストで、256,000 bpsのデータレートに適合させることが可能です。この場合、システム
は、このレートの範囲内のトラフィックに対して適合アクションを適用し、このレートを超え

るトラフィックに対して違反アクションを適用します。カラー対応ポリシーは、トラフィック

が以前にカラーによってすでにマーキングされているものと見なします。次に、このタイプの

ポリサーが実行するアクションの中で、その情報が使用されます。
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次は EPGポリシングの制限事項と考慮事項です。

•機能サポートは、EXまたは FXで終わるスイッチモデルおよびそれ以降の後続モデルか
ら開始されます（例：N9K-C93180YC-EX）。

• EPGレベルポリサーでは、出力トラフィックポリシングはサポートされていません。

•ポリサーモード packet-per-secondはサポートされていません。

•ポリサータイプ 2R3Cはサポートされていません。

•内部 EPG分離が施行されている場合、ポリサーは EPGに適用されます。

•スケール制限は、ノードごとに 128 EPGポリサーです。

•調整の統計情報およびに考慮事項には次が含まれます。

•許可/ドロップされたパケットを認識することは、移行に関する問題やリソースの多用
を知るために重要です。

•統計情報は、統計情報のインフラストラクチャを使用して UIで提供されます。統計
情報は、Cisco ACIファブリックでREST APIを使用した任意の統計としてエクスポー
トされます。

•統計情報は各 EPGメンバーで使用でき、データプレーンポリサーポリシーが [専用]
タイプの場合に便利です。その代わり、リーフ上で使用すると統計情報がすべての

ポートの統計を反映します。

（注）

REST APIを使用したデータプレーンポリシングの設定
ポリシング、L2のリーフに着信したトラフィック。

<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<infraInfra>
<qosDppPol name="infradpp5" burst="2000" rate="2000" be="400" sharingMode="shared"/>
<!--
List of nodes. Contains leaf selectors. Each leaf selector contains list of node blocks

-->
<infraNodeP name="leaf1">
<infraLeafS name="leaf1" type="range">
<infraNodeBlk name="leaf1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-portselector1"/>
</infraNodeP>
<!--
PortP contains port selectors. Each port selector contains list of ports. It

also has association to port group policies
-->
<infraAccPortP name="portselector1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="48" toPort="49"></infraPortBlk>
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<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-portSet2"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<!-- FuncP contains access bundle group policies -->
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="portSet2">
<infraRsQosIngressDppIfPol tnQosDppPolName="infradpp5"/>
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
</infraInfra>

ポリシング、L2トラフィックをリーフから。
<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<infraInfra>
<qosDppPol name="infradpp2" burst="4000" rate="4000"/>
<!--
List of nodes. Contains leaf selectors. Each leaf selector contains list of node blocks

-->
<infraNodeP name="leaf1">
<infraLeafS name="leaf1" type="range">
<infraNodeBlk name="leaf1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-portselector2"/>
</infraNodeP>
<!--
PortP contains port selectors. Each port selector contains list of ports. It

also has association to port group policies
-->
<infraAccPortP name="portselector2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="37" toPort="38"></infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-portSet2"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<!-- FuncP contains access bundle group policies -->
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="portSet2">
<infraRsQosEgressDppIfPol tnQosDppPolName="infradpp2"/>
</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
</infraInfra>

ポリシング、L3のリーフに着信したトラフィック。
<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<fvTenant name="dppTenant">
<qosDppPol name="gmeo" burst="2000" rate="2000"/>
<l3extOut name="Outside">
<l3extInstP name="extroute"/>
<l3extLNodeP name="borderLeaf">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="10.0.0.1">
<ipRouteP ip="0.0.0.0">
<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2"/>
</ipRouteP>
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="portProfile">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="192.168.40.1/30" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="192.168.41.1/30" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/41]"/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName="gmeo"/>
</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
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</l3extOut>
</fvTenant>

ポリシング、L3トラフィックをリーフから。
<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<fvTenant name="dppTenant">
<qosDppPol name="gmeo" burst="2000" rate="2000"/>
<l3extOut name="Outside">
<l3extInstP name="extroute"/>
<l3extLNodeP name="borderLeaf">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="10.0.0.1">
<ipRouteP ip="0.0.0.0">
<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2"/>
</ipRouteP>
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="portProfile">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="192.168.40.1/30" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="192.168.41.1/30" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/41]"/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName="gmeo"/>
</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
</l3extOut>
</fvTenant>

トラフィックストーム制御

トラフィックストーム制御について

トラフィックストームは、パケットが LANでフラッディングする場合に発生するもので、過
剰なトラフィックを生成し、ネットワークのパフォーマンスを低下させます。トラフィックス

トーム制御ポリシーを使用すると、物理インターフェイス上におけるブロードキャスト、未知

のマルチキャスト、または未知のユニキャストのトラフィックストームによって、レイヤ 2
ポート経由の通信が妨害されるのを防ぐことができます。

デフォルトでは、ストーム制御はACIファブリックでは有効になっていません。ACIブリッジ
ドメイン（BD）レイヤ 2の未知のユニキャストのフラッディングは BD内でデフォルトで有
効になっていますが、管理者が無効にすることができます。その場合、ストーム制御ポリシー

はブロードキャストと未知のマルチキャストのトラフィックにのみ適用されます。レイヤ2の
未知のユニキャストのフラッディングがBDで有効になっている場合、ストーム制御ポリシー
は、ブロードキャストと未知のマルチキャストのトラフィックに加えて、レイヤ2の未知のユ
ニキャストのフラッディングに適用されます。

トラフィックストーム制御（トラフィック抑制ともいいます）を使用すると、着信するブロー

ドキャスト、マルチキャスト、未知のユニキャストのトラフィックのレベルを1秒間隔でモニ
タできます。この間に、トラフィックレベル（ポートで使用可能な合計帯域幅のパーセンテー

ジ、または特定のポートで許可される1秒あたりの最大パケット数として表されます）が、設
定したトラフィックストーム制御レベルと比較されます。入力トラフィックが、ポートに設定

したトラフィックストーム制御レベルに到達すると、トラフィックストーム制御機能によっ
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てそのインターバルが終了するまでトラフィックがドロップされます。管理者は、ストーム制

御しきい値を超えたときにエラーを発生させるようにモニタリングポリシーを設定できます。

REST APIを使用したトラフィックストーム制御ポリシーの設定
トラフィックストーム制御ポリシーを設定するには、希望するプロパティを使用して

stormctrl:IfPolオブジェクトを作成します。

MyStormPolicyというポリシーを作成するには、次の HTTP POSTメッセージを送信します。
POST https://192.0.20.123/api/mo/uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy.json

使用可能な帯域幅のパーセンテージでポリシーを指定するには、POSTメッセージの本文に次
の JSONペイロード構造を含めます。

{"stormctrlIfPol":
{"attributes":

{"dn":"uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy",
"name":"MyStormPolicy",
"rate":"75",
"burstRate":"85",
"rn":"stormctrlifp-MyStormPolicy",
"status":"created"
},
"children":[]

}
}

1秒あたりのパケット数でポリシーを指定するには、POSTメッセージの本文に次の JSONペ
イロード構造を含めます。

{"stormctrlIfPol":
{"attributes":

{"dn":"uni/infra/stormctrlifp-MyStormPolicy",
"name":"MyStormPolicy",
"ratePps":"12000",
"burstPps":"15000",
"rn":"stormctrlifp-MyStormPolicy",
"status":"created"
},
"children":[]

}
}

トラフィックストーム制御インターフェイスポリシーをインターフェイスポートに適用しま

す。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<infraInfra status='created,modified'>

<infraHPathS name='__ui_l101_eth1--3' status='created, modified'>
<infraRsPathToAccBaseGrp tDn='uni/infra/funcprof/accportgrp-__ui_l101_eth1--3'

status='created,modified'>
</infraRsPathToAccBaseGrp>
<infraRsHPathAtt tDn='topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]'

status='created,modified'>
</infraRsHPathAtt>
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</infraHPathS>
<infraFuncP status='created,modified'>

<infraAccPortGrp name='__ui_l101_eth1--3' status='created,modified'>
<infraRsStormctrlIfPol status='created,modified'

tnStormctrlIfPolName='__ui_l101_eth1--3'>
</infraRsStormctrlIfPol>

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<stormctrlIfPol status='created,modified' uucRate=’11' uucBurstPps='0xffffffff'

isUcMcBcStormPktCfgValid='1' name='__ui_l101_eth1--3' uucRatePps='0xffffffff'
uucBurstRate='22'>

</stormctrlIfPol>
</infraInfra>

不正エンドポイント制御

不正なエンドポイントの制御ポリシーについて

別の ToRポートで頻繁かつ急速にパケットを挿入し、802.1 qを変更することで (したがってエ
ンドポイントのエミュレートが移動します)、不正なエンドポイントはラック上部 (ToR)のス
イッチに攻撃して、学習クラスと EPGポートが変更されることになります。誤設定により頻
繁に IPアドレスとMACアドレスが変更 (移動する)されることになります。

ファブリックの急速な移動などで、大きなネットワークの不安定状態、高い CPU使用率、ま
れなケースでは、大量かつ長期のメッセージおよびトランザクションサービス (MTS)バッファ
消費のため、エンドポイントマッパー (EPM)および EPMクライアント (EPMC)がクラッシュ
することになります。また、このような頻繁な移動により、EPMおよび EPMCログが非常に
すばやくロールオーバーされ、無関係なエンドポイントのデバッグを妨害する可能性がありま

す。

不正なエンドポイントの制御機能は脆弱性にすばやく対処します。

•このような急速MACおよび IPエンドポイントの移動の特定

•一時的に移動を停止することで、エンドポイントを静的にします (したがって、エンドポ
イントを隔離します)

•不正 EP検出間隔の静的エンドポイントを保持し、不正なエンドポイントとの間のトラ
フィックをドロップします。この時間が経過すると、認可されていないMACまたは IPア
ドレスが削除されます

•ホストトラッキングパケットを生成することで、影響を受けるMACまたは IPアドレス
を再学習するようシステムを有効にします

•障害が発生すると是正措置が有効になります

不正なエンドポイント制御ポリシーはグローバルに設定されており、他のループ防止方法とは

異なり、個々のエンドポイントレベルの機能です (IPおよびMACアドレス)。ローカルまた
はリモートの移動を区別していません。いかなる種類のインターフェイスの変更も、エンドポ

イントを隔離する必要があるかどうかを決定する際に移動と見なされます。
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不正なエンドポイント制御機能は、デフォルトで無効になっています。

REST APIを使用した不正エンドポイント制御ポリシーの設定
ファブリックに [不正 EP制御]ポリシーを設定し、REST APIを使用して認証されていないエ
ンドポイントを検出して削除します。

手順

不正 EP制御ポリシーを設定するには、次のように XMLで postを送信します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<epControlP name="default" adminSt="enabled" holdIntvl="1800"
rogueEpDetectIntvl="60" rogueEpDetectMult="6"/>

</infraInfra>
</polUni>
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第 13 章

レイヤ2ネットワークのプロビジョニング

•ネットワーキングドメイン、VLAN、AEP（245ページ）
•インターフェイス（252ページ）
• FCoE（265ページ）
•ファイバチャネル NPV（281ページ）
• 802.1Qトンネル（287ページ）
•ブレークアウトポート（295ページ）
•アップリンクからダウンリンク、ダウンリンクからアップリンクへ変更するポートプロ
ファイル（300ページ）

• IGMPスヌーピング（307ページ）
•プロキシ ARP（312ページ）
•カプセル化のフラッディング（320ページ）
• MACsec（326ページ）

ネットワーキングドメイン、VLAN、AEP

ネットワークドメイン

ファブリック管理者は、ポート、プロトコル、VLANプール、およびカプセル化を設定するド
メインポリシーを作成します。これらのポリシーは、単一テナント専用にすることも、共有す

ることもできます。ファブリック管理者がACIファブリック内にドメインを設定すると、テナ
ント管理者はテナントエンドポイントグループ（EPG）をドメインに関連付けることができ
ます。

以下のネットワークドメインプロファイルを設定できます。

• VMMドメインプロファイル（vmmDomP）は、仮想マシンのハイパーバイザ統合のために

必要です。

•物理ドメインプロファイル（physDomP）は、ベアメタルサーバ接続と管理アクセスに使

用します。
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•ブリッジド外部ネットワークドメインプロファイル（l2extDomP）は通常、ACIファブ
リックのリーフスイッチにブリッジド外部ネットワークトランクスイッチを接続するた

めに使用されます。

•ルーテッド外部ネットワークドメインプロファイル（l3extDomP）は、ACIファブリック
のリーフスイッチにルータを接続するために使用されます。

•ファイバチャネルドメインプロファイル(fcDomP)は、ファイバチャネルのVLANとVSAN
を接続するために使用されます。

ドメインは VLANプールに関連付けられるように設定されます。その後、EPGは、ドメイン
に関連付けられている VLANを使用するように設定されます。

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

（注）

REST APIを使用した物理ドメインの設定
物理ドメインは、VLANプールとアクセスエンティティプロファイル（AEP）間のリンクと
して動作します。ドメインはファブリックの設定をテナントの設定に結びつけます。ドメイン

をEPGに関連付けるのはテナント管理者であり、ドメインが作成されるのは [Fabric]タブだか
らです。この順序で設定すると、プロファイル名と VLANプールのみが設定されます。

手順

次の例のような XMLを POSTを送信することによって物理ドメインを設定します。

例：

<physDomP dn="uni/phys-bsprint-PHY" lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:21.906-08:00"

monPolDn="uni/fabric/monfab-default" name="bsprint-PHY" ownerKey="" ownerTag=""
status="" uid="8131">

<infraRsVlanNs childAction="" forceResolve="no" lcOwn="local"
modTs="2015-02-23T16:13:22.065-08:00"

monPolDn="uni/fabric/monfab-default" rType="mo" rn="rsvlanNs" state="formed"
stateQual="none"

status="" tCl="fvnsVlanInstP" tDn="uni/infra/vlanns-[bsprint-vlan-pool]-static"
tType="mo" uid="8131"/>

<infraRsVlanNsDef forceResolve="no" lcOwn="local"
modTs="2015-02-23T16:13:22.065-08:00" rType="mo"

rn="rsvlanNsDef" state="formed" stateQual="none" status="" tCl="fvnsAInstP"
tDn="uni/infra/vlanns-[bsprint-vlan-pool]-static" tType="mo"/>

<infraRtDomP lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:52.945-08:00"
rn="rtdomP-[uni/infra/attentp-bsprint-AEP]"
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status="" tCl="infraAttEntityP" tDn="uni/infra/attentp-bsprint-AEP"/>
</physDomP>

VLANプールの作成
この例では、新たに接続されたベアメタルサーバを設定するために、最初に物理ドメインを作

成し、次に VLANプールへのドメインのアソシエーションを作成する必要があります。前の
項で説明したように、VLANプールは EPGで使用される VLAN IDの範囲を定義します。

サーバはファブリックの2つの異なるリーフノードに接続されています。各サーバは、802.1Q
または VXLANカプセル化を使用してタギングされます。この設定例で使用される VLANの
範囲は 100～ 199です。次の図に示すように、ACIファブリックは、タグなしトラフィック、
802.1Q VLANタグ、VXLAN VNID、NVGREタグなど、異なるカプセル化タイプ間のゲート
ウェイとしても動作することができます。リーフスイッチは、タグを除去して、必要なタグを

ファブリック出力に再適用することで、トラフィックを正規化します。ACIでは、VLANは
リーフスイッチのポートに関係するため、VLANの定義は識別用にのみ使用されることを理
解する必要があります。ファブリックのリーフスイッチの入り口にパケットが到達したとき

に、VLAN、VXLAN、NVGRE、物理ポート ID、仮想ポート IDなどの識別子を使用してさま
ざまな EPGにパケットを分類する方法を、ACIが事前に知っている必要があります。

図 21 :カプセル化の正規化

REST APIを使用した VLANプールの作成
次の REST要求は VLANプールを作成します。
<fvnsVlanInstP allocMode="static" childAction="" configIssues="" descr=""
dn="uni/infra/vlanns-[bsprint-vlan-pool]-static" lcOwn="local"

modTs="2015-02-23T15:58:33.538-08:00"
monPolDn="uni/fabric/monfab-default" name="bsprint-vlan-pool"
ownerKey="" ownerTag="" status="" uid="8131">
<fvnsRtVlanNs childAction="" lcOwn="local" modTs="2015-02-25T11:35:33.365-08:00"
rn="rtinfraVlanNs-[uni/l2dom-JC-L2-Domain]" status="" tCl="l2extDomP"

tDn="uni/l2dom-JC-L2-Domain"/>
<fvnsRtVlanNs childAction="" lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:22.007-08:00"
rn="rtinfraVlanNs-[uni/phys-bsprint-PHY]" status="" tCl="physDomP"
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tDn="uni/physbsprint-PHY"/>
<fvnsEncapBlk childAction="" descr="" from="vlan-100" lcOwn="local"

modTs="2015-02-23T15:58:33.538-08:00"
name="" rn="from-[vlan-100]-to-[vlan-199]" status="" to="vlan-199" uid="8131"/>

</fvnsVlanInstP>

EPGの Q-in-Qカプセル化マッピングの設定

EPGの Q-in-Qカプセル化マッピング

Cisco APICを使用して、通常のインターフェイスまたはVPCで二重タグ付きVLANトラフィッ
ク入力を EPGにマッピングできます。この機能が有効になっている場合、二重タグ付きトラ
フィックが EPGのネットワークに入るとき、両方のタグがファブリックで個別に処理され、
ACIスイッチを入力するとき二重タグに復元されます。単一タグおよびタグなしのトラフィッ
クの入力はドロップします。

この機能は、Nexus 9300-FXプラットフォームスイッチでのみサポートされています。

外側と内側の両方のタグは、EtherType 0x8100である必要があります。

MACラーニングおよびルーティングは、カプセル化のアクセスではなく、EPGポート、sclass、
VRFに基づいています。

QoS優先度設定がサポートされ、入力の外側のタグから派生し、出力の両方のタグに書き換え
られます。

EPGはリーフスイッチの他のインターフェイスに同時に関連付けることができ、単一タグの
VLANに設定されます。

サービスグラフは、Q-in-Qカプセル化たインターフェイスにマッピングされているプロバイ
ダとコンシューマ EPGをサポートしています。サービスノードの入力および出力トラフィッ
クが単一タグのカプセル化フレームにある限り、サービスグラフを挿入することができます。

この機能では、次の機能とオプションがサポートされていません。

•ポートごとの VLAN機能

• FEX接続

•混合モードはサポートされていません。たとえば、Q-in-Qカプセル化モードのインター
フェイスでは、通常の VLANのカプセル化ではなく、二重タグ付きカプセルのみを持つ
EPGにバインディングされている静的パスを有します。

• STPおよび「カプセル化でフラッディング」オプション

•タグなしおよび 802.1pモード

•マルチポッドと複数サイト

•レガシブリッジドメイン

• L2Outおよび L3Out接続

• VMMの統合
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• Q-in-Qカプセル化モードにルーティングされるポートモードの変更はサポートされてい
ません

• Q-in-Qカプセル化モードのポートと通常のトランクモードのポート間では、各Vlan MCP
はサポートされていません。

• VPCポートが Q-in-Qカプセル化モードを有効にしている場合、VLANの整合性チェック
は行われません。

REST APIを使用した Q-in-Qカプセル化対応インターフェイスに EPGをマッピングする

始める前に

Q-in-Qモードに設定されたインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケーション
プロファイル、およびアプリケーション EPGを作成します。

手順

次の例のように、Q-in-Qカプセル化のインターフェイスを有効にし、XMLで EPGのインター
フェイスを関連付けます。

例：

<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-tenant64" name="tenant64">
<fvCtx name="VRF64"/>
<fvBD name="BD64_1">
<fvRsCtx tnFvCtxName="VRF64"/>
<fvSubnet ip="20.0.1.2/24"/>

</fvBD>
<fvAp name="AP64">
<fvAEPg name="WEB7">
<fvRsBd tnFvBDName="BD64_1"/>
<fvRsQinqPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/25]"

encap="qinq-202-203"/>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

</polUni>

接続可能エンティティプロファイル

ACIファブリックにより、リーフポートを通してベアメタルサーバ、仮想サーバ、ハイパー
バイザ、レイヤ 2スイッチ（たとえば、Cisco UCSファブリックインターコネクト）、または
レイヤ 3ルータ（たとえば、Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ）などのさまざまな外部エン
ティティに接続する複数の接続ポイントが提供されます。これらの接続ポイントは、リーフス

イッチ上の物理ポート、FEXポート、ポートチャネル、またはバーチャルポートチャネル
（vPC）にすることができます。
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2つのリーフスイッチ間での VPCドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。

• 1:なしで Cisco Nexus N9Kスイッチの生成」EX」または「FX」、スイッチ名前末尾にた
とえば、N9K 9312TX

• 2: Cisco Nexus N9Kスイッチ間での生成」EX」または「FX」スイッチモデルの名前の末
尾にたとえば、N9K-93108TC-EX

スイッチなど、これらの 2つが互換性のある VPCピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

（注）

接続可能エンティティプロファイル（AEP）は、同様のインフラストラクチャポリシー要件
を持つ外部エンティティのグループを表します。インフラストラクチャポリシーは、Cisco
Discovery Protocol（CDP）、Link Layer Discovery Protocol（LLDP）、Link Aggregation Control
Protocol（LACP）などのさまざまなプロトコルオプションを設定する物理インターフェイス
ポリシーで構成されます。

AEPは、リーフスイッチで VLANプールを展開するのに必要です。カプセル化ブロック（お
よび関連 VLAN）は、リーフスイッチで再利用可能です。AEPは、VLANプールの範囲を物
理インフラストラクチャに暗黙的に提供します。

次の AEPの要件と依存関係は、さまざまな設定シナリオ（ネットワーク接続、VMMドメイ
ン、マルチポッド設定など）でも考慮する必要があります。

• AEPは許容される VLANの範囲を定義しますが、それらのプロビジョニングは行いませ
ん。EPGがポートに展開されていない限り、トラフィックは流れません。AEPで VLAN
プールを定義しないと、EPGがプロビジョニングされてもVLANはリーフポートでイネー
ブルになりません。

•リーフポートで静的にバインディングしているEPGイベントに基づいて、またはVMware
vCenterやMicrosoft Azure Service Center Virtual Machine Manager（SCVMM）などの外部コ
ントローラからのVMイベントに基づいて、特定のVLANがリーフポート上でプロビジョ
ニングされるかイネーブルになります。

•添付されているエンティティプロファイルに関連付けられているすべてのポートに関連付
けられているアプリケーションEpgを導入するアプリケーションEpgに直接と関連付ける
ことができますプロファイルのエンティティが添付されています。AEPでは、アタッチ可
能なエンティティプロファイルに関連付けられているセレクタの一部であるすべてのイン

ターフェイスで導入されている EPG (infraRsFuncToEpg)との関係が含まれている設定可能
な一般的な機能 (infraGeneric)があります。

Virtual Machine Manager（VMM）ドメインは、AEPのインターフェイスポリシーグループか
ら物理インターフェイスポリシーを自動的に取得します。

AEPのオーバーライドポリシーを VMMドメイン用の別の物理インターフェイスポリシーを
指定するために使用できます。このポリシーは、VMコントローラが中間レイヤ 2ノードを介
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してリーフスイッチに接続され、異なるポリシーがリーフスイッチおよび VMコントローラ
の物理ポートで要求される場合に役立ちます。たとえば、リーフスイッチとレイヤ2ノード間
で LACPを設定できます。同時に、AEPオーバーライドポリシーで LACPをディセーブルに
することで、VMコントローラとレイヤ 2スイッチ間の LACPをディセーブルにできます。

REST APIを使用した接続可能アクセスエンティティプロファイルの
作成

次の REST要求は接続可能アクセスエンティティプロファイル（AEP）を作成します。
<infraAttEntityP childAction="" configIssues="" descr="" dn="uni/infra/attentpbsprint-AEP"

lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:52.874-08:00" monPolDn="uni/fabric/monfab-default"

name="bsprint-AEP" ownerKey="" ownerTag="" status="" uid="8131">
<infraContDomP childAction="" lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:52.874-08:00"
rn="dompcont" status="">
<infraAssocDomP childAction="" dompDn="uni/phys-bsprint-PHY" lcOwn="local"
modTs="2015-02-23T16:13:52.961-08:00" rn="assocdomp-[uni/phys-bsprint-PHY]"

status=""/>
<infraAssocDomP childAction="" dompDn="uni/l2dom-JC-L2-Domain" lcOwn="local"
modTs="2015-02-25T11:35:33.570-08:00" rn="assocdomp-[uni/l2dom-JC-L2-Domain]"
status=""/>

</infraContDomP>
<infraContNS childAction="" lcOwn="local" modTs="2015-02-23T16:13:52.874-08:00"
monPolDn="uni/fabric/monfab-default" rn="nscont" status="">
<infraRsToEncapInstDef childAction="" deplSt="" forceResolve="no" lcOwn="local"
modTs="2015-02-23T16:13:52.961-08:00" monPolDn="uni/fabric/monfabdefault"
rType="mo" rn="rstoEncapInstDef-[allocencap-[uni/infra]/encapnsdef-

[uni/infra/vlanns-[bsprint-vlan-pool]-static]]" state="formed" stateQual="none"

status="" tCl="stpEncapInstDef" tDn="allocencap-[uni/infra]/encapnsdef-
[uni/infra/vlanns-[bsprint-vlan-pool]-static]" tType="mo">
<fabricCreatedBy childAction="" creatorDn="uni/l2dom-JC-L2-Domain"
deplSt="" domainDn="uni/l2dom-JC-L2-Domain" lcOwn="local" modTs="2015-02-
25T11:35:33.570-08:00" monPolDn="uni/fabric/monfab-default" profileDn=""
rn="source-[uni/l2dom-JC-L2-Domain]" status=""/>

<fabricCreatedBy childAction="" creatorDn="uni/phys-bsprint-PHY" deplSt=""
domainDn="uni/phys-bsprint-PHY" lcOwn="local"

modTs="2015-02-23T16:13:52.961-08:00"
monPolDn="uni/fabric/monfab-default" profileDn=""

rn="source-[uni/phys-bsprint-PHY]"
status=""/>

</infraRsToEncapInstDef>
</infraContNS>
<infraRtAttEntP childAction="" lcOwn="local" modTs="2015-02-24T11:59:37.980-08:00"
rn="rtattEntP-[uni/infra/funcprof/accportgrp-bsprint-AccessPort]" status=""
tCl="infraAccPortGrp" tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-bsprint-AccessPort"/>

<infraRsDomP childAction="" forceResolve="no" lcOwn="local" modTs="2015-02-
25T11:35:33.570-08:00" monPolDn="uni/fabric/monfab-default" rType="mo"
rn="rsdomP-[uni/l2dom-JC-L2-Domain]" state="formed" stateQual="none" status=""
tCl="l2extDomP" tDn="uni/l2dom-JC-L2-Domain" tType="mo" uid="8754"/>

<infraRsDomP childAction="" forceResolve="no" lcOwn="local"
modTs="2015-02-23T16:13:52.961-08:00" monPolDn="uni/fabric/monfab-default" rType="mo"

rn="rsdomP-[uni/phys-bsprint-PHY]" state="formed" stateQual="none" status=""
tCl="physDomP"

tDn="uni/phys-bsprint-PHY" tType="mo" uid="8131"/>
</infraAttEntityP>
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インターフェイス

ポート、PC、および VPC

複数スイッチに適用される単一のポートチャンネルの設定

この例では、リーフスイッチ 17のポートチャネル、リーフスイッチ 18で 2番目のポート
チャネル、リーフスイッチで 3番目のチャネルを作成します。各リーフスイッチで、同じイ
ンターフェイスがポートチャネルの一部になります（インターフェイス 1/10～ 1/15および
1/20～ 1/25）。これらのポートチャネルはすべて同じ設定になります。

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。

手順

ポートチャネルを作成するには、次のように XMLで postを送信します。

例：

<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name=”test">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk” from_=”17" to_=”18”/>
<infraNodeBlk name="nblk” from_=”20" to_=”20”/>

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

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="test">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort="10" toPort=”15”/>

<infraPortBlk name="blk2"
fromCard="1" toCard="1"
fromPort=”20" toPort=”25”/>

<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp"/>

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFuncP>
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<infraAccBndlGrp name="bndlgrp" lagT="link">
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

</infraInfra>

REST APIを使用して 2つのスイッチ全体で単一のバーチャルポートチャネルを設定する

2つのスイッチ間で仮想ポートチャネルを作成するための 2つの手順は次のとおりです。

• fabricExplicitGEpを作成します。このポリシーは、仮想ポートチャネルを形成するため
にペアになるリーフスイッチを指定します。

•インフラセレクタを使用してインターフェイスコンフィギュレーションを指定します。

APICは、fabricExplicitGEpの複数の検証を実行し、これらの検証のいずれかが失敗すると、

障害が発生します。1つのリーフは、他の 1つのリーフのみとペアにできます。APICは、こ
のルールに違反する設定を拒否します。fabricExplicitGEpを作成する際、管理者はペアにす

るリーフスイッチの両方の IDを提供する必要があります。APICは、このルールに違反する
設定を拒否します。両方のスイッチをfabricExplicitGEpの作成時に起動する必要があります。

片方のスイッチが起動していない場合、APICは設定を受け入れますが、障害を発生させます。
両方のスイッチをリーフスイッチにする必要があります。片方または両方のスイッチ IDがス
パインに一致すると、APICは設定を受け入れますが、障害を発生させます。

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。

手順

fabricExplicitGEpポリシーを作成し、インターフェイスを指定する内部セレクタを使用する

には、次の例のように XMLとともにポストを送信します。

例：

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

REST APIを使用して複数のスイッチに適用される 2つのポートチャネルの設定

この例では、リーフスイッチ 17に 2つのポートチャネル (PC)を、リーフスイッチ 18に別の
ポートチャネルを、リーフスイッチ 20に第 3のチャネルを作成します。各リーフスイッチ
で、同じインターフェイスが PCの一部になります (ポートチャネル 1の場合はインターフェ
イス 1/10～ 1/15、ポートチャネル 2の場合は 1/20～ 1/25)。各スイッチブロックには連続す
るスイッチ IDのグループを 1つしか含めることができないため、ポリシーは 2つのスイッチ
ブロックを使用します。これらの PCはすべて同じ設定になります。

PCの設定が同じであっても、この例では、2つの異なるインターフェイスポリシーグループ
を使用します。各インターフェイスポリシーグループは、スイッチ上のPCを表します。所定
のインターフェイスポリシーグループに関連付けられているインターフェイスはすべて、同

じ PCの一部です。

（注）

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。

手順

2台の PCを作成するには、次のような XML形式の postを送信します。

例：

<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name=”test">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”17" to_=”18”/>

<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”20" to_=”20”/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test1"/>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test2"/>

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="test1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
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<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort="10" toPort=”15”/>

<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp1"/>

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraAccPortP name="test2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort=“20" toPort=”25”/>

<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp2" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="bndlgrp1" lagT="link">

<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>

</infraAccBndlGrp>

<infraAccBndlGrp name="bndlgrp2" lagT="link">
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

</infraInfra>

REST APIを使用して2つのスイッチの選択したポートブロックでバーチャルポートチャ
ネルを設定する

このポリシーは、リーフ 18ではインターフェイス 1/10～ 1/15を、リーフ 25ではインターフェ
イス1/20～1/25を使用して、リーフスイッチ18および25で単一の仮想ポートチャネル (VPC)
を作成します。

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチおよびプロトコルが設定されており、使用可能であること。
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2つのリーフスイッチ間での VPCドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。

• 1 - Cisco Nexus N9Kスイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX

• 2: Cisco Nexus N9Kスイッチがスイッチモデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX

スイッチなど、これらの 2つが互換性のある VPCピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

（注）

手順

VPCを作成するには、次の例のような XMLを POST送信します。

例：

<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name=”test1">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”18" to_=”18”/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test1"/>

</infraNodeP>

<infraNodeP name=”test2">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk”
from_=”25" to_=”25”/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test2"/>

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="test1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort="10" toPort=”15”/>

<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraAccPortP name="test2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort=“20" toPort=”25”/>

<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFuncP>
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<infraAccBndlGrp name="bndlgrp" lagT=”node">
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

</infraInfra>

仮想ポートチャネルの設定と REST APIを使用したスタティックポートへの適用

始める前に

• APICをインストールし、APICコントローラがオンラインであり、APICクラスタが形成
され正常であることを確認します。

• APICファブリック管理者アカウントが使用可能であり、必要なファブリックインフラス
トラクチャを作成できることを確認します。

•ターゲットリーフスイッチが ACIファブリックに登録され、使用可能であることを確認
します。

手順

ステップ 1 Vpcを作成するには、次の例にように XMLで postを送信します。

例：

https://apic-ip-address/api/policymgr/mo/.xml
<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="switchProfileforVPC_201">
<infraLeafS name="switchProfileforVPC_201" type="range">
<infraNodeBlk name="nodeBlk" from_="201" to_="201"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-intProfileforVPC_201"/>
</infraNodeP>
<infraNodeP name="switchProfileforVPC_202">
<infraLeafS name="switchProfileforVPC_202" type="range">
<infraNodeBlk name="nodeBlk" from_="202" to_="202"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-intProfileforVPC_202"/>
</infraNodeP>
<infraAccPortP name="intProfileforVPC_201">
<infraHPortS name="vpc201-202" type="range">
<infraPortBlk name="vpcPort1-15" fromCard="1" toCard="1" fromPort="15"
toPort="15"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-intPolicyGroupforVPC"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortP name="intProfileforVPC_202">
<infraHPortS name="vpc201-202" type="range">
<infraPortBlk name="vpcPort1-1" fromCard="1" toCard="1" fromPort="1"
toPort="1"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-intPolicyGroupforVPC"/>
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</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="intPolicyGroupforVPC" lagT="node">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntityProfileforCisco"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName="CDP_ON" />
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName="LACP_ACTIVE" />
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="10GigAuto" />
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 2 スタティックポートバインディングに VPCを接続するには、次ののように XMLで POST送
信します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/uni.xml
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-Cisco" name="Cisco" ownerKey="" ownerTag="">
<fvAp name="CCO" ownerKey="" ownerTag="" prio="unspecified">
<fvAEPg matchT="AtleastOne" name="Web" prio="unspecified">
<fvRsPathAtt encap="vlan-1201" instrImedcy="immediate" mode="native"
tDn="topology/pod-1/protpaths-201-202/pathep-[vpc201-202]” />
</fvAEPg>
<fvAEPg matchT="AtleastOne" name="App" prio="unspecified">
<fvRsPathAtt encap="vlan-1202" instrImedcy="immediate" mode="native"
tDn="topology/pod-1/protpaths-201-202/pathep-[vpc201-202]” />
</fvAEPg>
</fvAp>
</fvTenant>
</polUni>

リフレクティブリレー (802.1Qbg)
リフレクティブリレーでは、Cisco APICリリース 2.3(1)でスイッチングオプションの開始時
刻です。リフレクティブリレー: IEEE標準 802.1Qbgのタグのないアプローチ:ポリシーを適用
し、必要に応じて、宛先またはターゲット VMサーバ上にトラフィックを送信する外部のス
イッチへのすべてのトラフィックを転送します。ローカルスイッチングはありません。ブロー

ドキャストまたはマルチキャストトラフィックは、リフレクティブリレーは、各 VMサーバ
でローカルにパケットのレプリケーションを提供します。

リフレクティブリレーの利点の 1つは、スイッチング機能および管理機能、Vmをサポートす
るサーバリソースを解放するための外部スイッチを活用しています。リフレクティブリレー

では、ポリシー、同じサーバ上の Vmの間のトラフィックに適用する Cisco APICで設定する
こともできます。

CiscoACI、入ってきたの同じポートからオンに戻すにトラフィックを許可する、リフレクティ
ブリレーを有効にできます。APIC GUI、NX-OS CLIまたは REST APIを使用して、レイヤ 2
インターフェイスポリシーとして individual ports(個々のポート、個別ポート)、ポートチャネ
ルまたは仮想ポートチャネルでリフレクティブリレーを有効にすることができます。この機

能はデフォルトではディセーブルになっています。
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用語 仮想イーサネットポートのためのアグリゲータ 802.1Qbgを説明する (VEPA)が使用され
るも機能します。

リフレクティブリレーのサポート

リフレクティブリレーには、次のサポートされています。

• IEEE標準 802.1Qbgタグのないアプローチ、リフレクティブリレーとも呼ばれます。

Cisco APIC 2.3(1)リリースのリリースは IEE標準 802.1Qbgをサポートしていませんマルチ
チャネルテクノロジーと Sタグ付きアプローチです。

•物理ドメイン。

仮想ドメインはサポートしていません。

•物理ポートは、ポートチャネル (Pc)、および仮想ポートチャネル (Vpc)。

シスコファブリックエクステンダ (FEX)とブレードサーバはサポートされていません。
リフレクティブリレーはサポートされていないインターフェイスで有効になっていると、

障害が発生すると、最後の有効な設定が保持されます。ポートでリフレクティブリレーを

無効にすると、障害をクリアします。

• Cisco Nexus 9000シリーズのスイッチと EX または FX 、モデル名の最後にします。

REST APIを使用してリフレクティブリレーの有効化

; By default(デフォルトで、デフォルトでは)リフレクティブリレーが無効になっていますただ
し、スイッチのレイヤ 2インターフェイスポリシーとして、ポート、またはポートチャネル
または仮想ポートチャネルでこれを有効にできます。

始める前に

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

手順

ステップ 1 リフレクティブリレーを有効になっていると、レイヤ 2インターフェイスポリシーを設定し
ます。

例：

<l2IfPol name=“VepaL2IfPol” vepa=“enabled" />

ステップ 2 リーフアクセスポートのポリシーグループにレイヤ 2インターフェイスポリシーを適用しま
す。

例：

<infraAccPortGrp name=“VepaPortG">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName=“VepaL2IfPol”/>

</infraAccPortGrp>
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ステップ 3 インターフェイスセレクタとインターフェイスプロファイルを設定します。

例：

<infraAccPortP name=“vepa">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="22">

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-VepaPortG" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

ステップ 4 ノードセレクタとノードのプロファイルを設定します。

例：

<infraNodeP name=“VepaNodeProfile">
<infraLeafS name=“VepaLeafSelector" type="range">

<infraNodeBlk name=“VepaNodeBlk" from_="101" to_="102"/>
</infraLeafS>

<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-vepa"/>
</infraNodeP>

Interface Speed

インターフェイスの設定時の注意事項

ACIファブリックでインターフェイスを設定する際に、次の注意事項に従ってください。

100Mbps速度のハーフデュプレックスはサポートされていません

100Mbps速度をサポートしている ACIリーフスイッチでは、リンクがフルデュプレックス
モードであり、自動ネゴシエーションがローカルとリモートピアの両方で同じように設定され

ている場合にのみ 100Mbps速度がサポートされます。両方のデバイスで自動ネゴシエーショ
ンが無効になっているか、両方のデバイスで有効になっているフルデュプレックスモードで

ACIリーフスイッチおよびリモートリンクを両方設定する必要があります。

SFPモジュールの接続にはリンク速度ポリシーが必要です

SFPモジュールを新規カードに接続する場合は、カードと通信するためにモジュールのリンク
速度ポリシーを作成する必要があります。リンク速度ポリシーを作成するには、次の手順に従

います。

1. この例のように、リンク速度を指定するインターフェイスポリシーを作成します。

<fabricHIfPol name=”mySpeedPol” speed=”1G”/>

2. この例のように、インターフェイスポリシーグループ内のリンク速度ポリシーを参照し
ます。

<infraAccPortGrp name=”myGroup”>
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<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=”SpeedPol”/>
</infraAccPortGrp>

MAC Pinning

VMのMACアドレスに基づいて、各アップリンクに対して、ラウンドロビン形式で VMのト
ラフィックのピニングにMACピニングが使用されます。通常の仮想ポートチャネル（vPC）
では、ハッシュアルゴリズムはパケットを伝送するアップリンクを決定するために、送信元と

宛先のMACアドレスを使用します。MACピニングを行う vPCでは、VM1は最初のアップリ
ンクにピニングされ、VM2は 2番目のアップリンクにピニングするなどです。

Multichassis EtherChannel（MEC）をサポートしていないアップストリームスイッチに接続する
ときは、MACピニングはチャネリングの推奨オプションです。

MACピニングを設定する場合、これらの注意事項と制約事項を考慮してください。

•ホストがMACピニングを行う vPCを使用して 2つのリーフスイッチに接続しているとき
に、2つのリーフスイッチのひとつをリロードすると数分間のトラフィックの中断が発生
する可能性があります。

• APIでは、lacp:LagPol:mode to mac-pinを設定して、LACPポリシーでMACピニングが選
択されます。ポリシーが vPCに適用されるとき、示されるように mac-pinではなくアク
ティブとして pc:AggrIf:pcModeおよび pc:AggrIf:operChannelModeに vPCステータスが表
示されます。

インターフェイス速度の設定

このタスクでは、複数のインターフェイスの速度を設定するポリシーを作成します。

手順

複数のインターフェイスの速度を設定するには、次の例のようにXMLのポストを送信します。

例：

<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name=”test1">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk” from_=”18" to_=”18”/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test1"/>

</infraNodeP>

<infraNodeP name=”test2">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk” from_=”25" to_=”25”/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test2"/>

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="test1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
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<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort="10" toPort=”15”/>

<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraAccPortP name="test2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk1”
fromCard="1" toCard="1"
fromPort=“20" toPort=”25”/>

<infraRsAccBaseGrp
tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-bndlgrp" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="bndlgrp" lagT=”node">

<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName=“default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName=”default”/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName=”default"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

</infraInfra>

FEX

ACI FEXのガイドライン

FEXを展開するときは、次のガイドラインに従ってください。

•リーフスイッチ前面パネルポートが EPGおよびVLANを展開するように設定されていな
いと仮定して、最大 10,000個のポート EPGが FEXを使用して展開することをサポートし
ます。

•メンバーとして FEXポートを含む各 FEXポートまたは vPCでは、各 VLANで最大 20個
の EPGがサポートされます。

REST APIを使用した FEXVPCポリシーの設定

このタスクにより、FEX仮想ポートチャネル（VPC）ポリシーを作成します。

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。
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•ターゲットリーフスイッチ、インターフェイス、およびプロトコルが設定されており、
使用可能であること。

• FEXが設定されており、電源が入っていて、ターゲットリーフインターフェイスに接続
されていること。

2つのリーフスイッチ間での VPCドメインを作成するとき、同じスイッチの生成を次のいず
れかのどちらのスイッチも必要があります。

• 1 - Cisco Nexus N9Kスイッチで、スイッチの名前の末尾には、「EX」なしの生成たとえ
ば、N9K 9312TX

• 2: Cisco Nexus N9Kスイッチがスイッチモデル名の最後の「ex」の生成たとえば、
N9K-93108TC-EX

スイッチなど、これらの 2つが互換性のある VPCピアではありません。代わりに、同じ世代
のスイッチを使用します。

（注）

手順

2つのスイッチへのVPCを介して FEXのリンクポリシーを作成するには、次の例などとXML
postを送信します。

例：

<polUni>
<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name="fexNodeP105">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="test" from_="105" to_="105"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-fex116nif105" />

</infraNodeP>

<infraNodeP name="fexNodeP101">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-fex113nif101" />

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="fex116nif105">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"

fromCard="1" toCard="1" fromPort="45" toPort="48" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexHIF116/fexbundle-fex116" fexId="116" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraAccPortP name="fex113nif101">
<infraHPortS name="pselc" type="range">
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<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="45" toPort="48" >

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexHIF113/fexbundle-fex113" fexId="113" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFexP name="fexHIF113">
<infraFexBndlGrp name="fex113"/>
<infraHPortS name="pselc-fexPC" type="range">

<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="15" toPort="16" >

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexPCbundle" />

</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexVPC" type="range">
<infraPortBlk name="blk"

fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="8" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexvpcbundle" />

</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexaccess" type="range">

<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="47" toPort="47">

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-fexaccport" />

</infraHPortS>

</infraFexP>

<infraFexP name="fexHIF116">
<infraFexBndlGrp name="fex116"/>
<infraHPortS name="pselc-fexPC" type="range">

<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="17" toPort="18" >

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexPCbundle" />

</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexVPC" type="range">
<infraPortBlk name="blk"

fromCard="1" toCard="1" fromPort="1" toPort="8" >
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-fexvpcbundle" />

</infraHPortS>
<infraHPortS name="pselc-fexaccess" type="range">
<infraPortBlk name="blk"

fromCard="1" toCard="1" fromPort="47" toPort="47">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-fexaccport" />

</infraHPortS>

</infraFexP>

<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="fexPCbundle" lagT="link">

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='staticLag'/>
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="1GHIfPol" />
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-fexvpcAttEP"/>

</infraAccBndlGrp>

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

<fabricHIfPol name="1GHIfPol" speed="1G" />
<infraAttEntityP name="fexvpcAttEP">

<infraProvAcc name="provfunc"/>
<infraRsDomP tDn="uni/phys-fexvpcDOM"/>

</infraAttEntityP>

<lacpLagPol dn="uni/infra/lacplagp-staticLag"
ctrl="susp-individual,graceful-conv"
minLinks="2"
maxLinks="16">

</lacpLagPol>

FCoE

ACIファブリック上のイーサネットトラフィックによるファイバチャ
ネルをサポートする

ACIを使用すると、設定し、(FCoE)トラフィックACIファブリックのFibre Channel over Ethernet
のサポートを管理できます。

FCoEは、ファイバチャネル SANからイーサネットネットワークにシームレスに移動するス
トレージトラフィックを有効になり、イーサネットパケット内のファイバチャネル (FC)パ
ケットをカプセル化するプロトコルです。

FCoEプロトコルのサポート ACIファブリックでの一般的な実装には、FCネットワーク上に
ある SANストレージデバイスとの通信にACIファブリックのイーサネットベースの上に存在
するホストが有効になります。ホストは、ACI Leafスイッチに導入仮想のFポートを介して接
続しています。仮想 Fポートが同じACI Leafスイッチに導入する仮想NPポートを介してACI
ファブリックへの FCFブリッジでは、SANストレージデバイスおよび FCネットワークが接
続されています。仮想 NPポートおよび仮想 Fポートも汎用的に仮想ファイバチャネル (vFC)
ポートに呼ばれます。
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リリースバージョン2.0(1)、においては、FCoEサポートはハードウェアですN9K-C93180YC-EX
とN9K-C93108TC-EXに制限されます。リリースバージョン 2.2(1)とN9K-C93180LC-EX 40ギ
ガビットイーサネット (GE)ポートは Fまたは NPポートとして使用できます。ただし、FCoE
を許可されている場合は、40GEポートブレイクアウトを対応ことはできません。FCoEはブ
レイクアウトポートではサポートされていません。

リリースバージョン 2.2(2)からは、N9K-C93180YC-FXおよび N9K-C93108TC-FXハードウェ
アは、FCoEをサポートします。リリース 2.3(1)では、ハードウェア N9K-C93180YC-FXおよ
び N9K-C93108TC-FX Fexポート上での FCoEサポートは使用できます。

リリースバージョン 2.2(x)、において FCoEは、次の FEX Nexusデバイスではサポートも。

• 10ギガ-ビット C2348UPQ N2K

• 10ギガ-ビット C2348TQ N2K

• N2K-C2232PP-10GE

• N2K-B22DELL-P

• N2K-B22HP-P

• N2K-B22IBM-P

• N2K B22DELL P FI

（注）

FCoEの使用されている vlanには、グローバルに設定 vlanScope必要があります。FCoEの
vlanScope portLocalに設定はサポートされていません。値は、L2インターフェイスポリシー
l2IfPol経由で設定されます。

（注）

FCoE ACIを通過するトラフィックをサポートするトポロジ

ACIファブリック over FCoEトラフィックをサポートする一般的な設定のトポロジは、次のコ
ンポーネントで構成されています。
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図 22 : ACIトポロジサポート FCoEトラフィック

• [FC SANを介して NPVバックボーンとして機能するためのポリシーに設定された 1つ以
上の ACI Leafスイッチ

• Fポートとして機能するように設定 NPV設定のリーフスイッチ上のインターフェイスを
選択します。

Fポートでは、FCoEトラフィックとSAN管理またはSANを消費しているアプリケーショ
ンを実行しているホストの対応します。

• NPポートとして機能する NPV設定のリーフスイッチ上のインターフェイスを選択しま
す。

NPポートでは、FCoEトラフィックと FCFブリッジの対応します。

FCFブリッジは、通常は SANストレージデバイスを接続するファイバチャネルのリンクから
FCトラフィックを受信し、SAN管理または SANのデータを消費しているホストに ACIファ
ブリック上を伝送するための FCoEフレームに FCパケットをカプセル化します。FCoEトラ
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フィックを受信し、ファイバチャネルネットワーク経由で伝送するための FCに戻る再しま
す。

上記の ACIトポロジでは、FCoEトラフィックのサポートには、ホストと Fポートおよび FCF
デバイスと NPポート間の直接接続間の直接接続が必要です。

（注）

APICサーバを設定し、APIC gui FCoEトラフィックをモニタ演算子を有効にする、APIC NX-OS
スタイルの CLI、またはアプリケーションで、APIC REST APIをコールします。

FCoEの初期化をサポートするトポロジ

FCoEトラフィックフローの説明に従ってを行われるするためには、する必要もありますSAN
ホストが Fポートとして有効になっているインターフェイスを検出する、FCoE Initialization
protocol (FIP)パケットがブロードキャストされる別の VLAN接続を設定します。

vFCインターフェイス設定ルール

VFCのネットワークとAPIC GUI、NX-OSスタイル CLI、または REST APIを通じて EPGの導
入を設定するかどうかは、プラットフォーム、次の一般的なルールが適用されます。

• Fポートモードは、vFCポートのデフォルトモードです。NPポートモードは、インター
フェイスポリシーで具体的に設定する必要があります。

•デフォルトのロードバランシングモードはリーフスイッチ、またはインターフェイスレ
ベル vFC設定が src dst ox id。

•ブリッジドメインごとに 1つの VSAN割り当てがサポートされます。

• VSANプールおよびVLANプールの割り当てモードは、常にスタティックである必要があ
ります。

• vFCのポートには、VSAN (ファイバチャネルドメインとも呼ばれる)が含まれるドメイ
ンの VLANにマッピングされた VSANとの関連付けが必要です。

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

手順

ステップ 1 VSANプールを作成するには、次の例のように XMLで postを送信します。

例では VSANプール vsanPool1を作成し、含まれている VSANの範囲を指定します。

例：
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https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static.xml

<!-- Vsan-pool -->
<fvnsVsanInstP name="vsanPool1" allocMode="static">

<fvnsVsanEncapBlk name="encap" from="vsan-5" to="vsan-100"/>
</fvnsVsanInstP>

ステップ 2 VLANプールを作成するには、次の例のように XMLで postを送信します。

例では VLANプール vlanPool1を作成し、含まれている VLANの範囲を指定します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static.xml

<!-- Vlan-pool -->
<fvnsVlanInstP name="vlanPool1" allocMode="static">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-5" to="vlan-100"/>
</fvnsVlanInstP>

ステップ 3 VSAN属性ポリシーを作成するには、次の例のように XMLで postを送信します。

例では VSAN属性ポリシー vsanattri1を作成し、vsan 10を vlan 43にマップし、vsan 11を
vlan 44にマップします。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1].xml

<fcVsanAttrP name="vsanattr1">

<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-43" vsanEncap="vsan-10"/>
<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-44" vsanEncap="vsan-11"
lbType="src-dst-ox-id"/>

</fcVsanAttrP>

ステップ 4 ファイバチャネルドメインを作成するには、次の例のように XMLで postを送信します。

この例では、VSANドメイン vsanDom1を作成します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/fc-vsanDom1.xml
<!-- Vsan-domain -->
<fcDomP name="vsanDom1">

<fcRsVsanAttr tDn="uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1]"/>
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static"/>
<fcRsVsanNs tDn="uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static"/>

</fcDomP>

ステップ 5 テナント、アプリケーションプロファイル、EPGを作成し、FCoEブリッジドメインを EPG
に関連付けるには、次の例のように XMLで postを送信します。

この例では、ブリッジドメイン bd1を、FCoEおよびアプリケーション EPG epg1をサポート
するように設定されたターゲットテナントの下に作成します。これは EPGを VSANドメイン
vsanDom1に、そしてファイバチャネルパス (インターフェイス 1/39に向かう、リーフスイッ
チ 101上にあるもの)に関連付けます。これは、<fvRsFcPathAtt>オブジェクトを "deleted"ス
テータスに割り当てることにより、インターフェイス 1/40へのファイバチャネルパスを削除
します。各インターフェイスは、VSANに関連付けられます。
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その他の 2つの代替可能な vFC展開も表示されます。1つの例では、ポートチャネル
で vFCを展開します。その他の例では、仮想ポートチャネルで vFCを展開します。

（注）

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml

<fvTenant
name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />

</fvBD>

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>

</fvAEPg>

<!-- Sample deployment of vFC on a port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01"/>

<!-- Sample deployment of vFC on a virtual port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01"/>

</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 6 ポートポリシーグループおよび AEPを作成するには、次の例のように XMLで POSTを送信
します。

この例では、次のリクエストを実行します:

•ポリシーグループportgrp1を作成します。これはFCインターフェイスポリシー fcIfPol1、
プライオリティフロー制御ポリシー pfcIfPol1およびスロードレインポリシー sdIfPol1を
含んでいます。

•アタッチエンティティプロファイル (AEP) AttEntP1を作成します。これは、VSANドメ
イン vsanDom1内のポートを、fcIfPol1、 pfcIfPol1、および sdIfPol1のために指定される
設定と関連付けます。

例：

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

<polUni>
<infraInfra>
<infraFuncP>
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<infraAccPortGrp name="portgrp1">
<infraRsFcIfPol tnFcIfPolName="fcIfPol1"/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntP1" />
<infraRsQosPfcIfPol tnQosPfcIfPolName="pfcIfPol1"/>
<infraRsQosSdIfPol tnQosSdIfPolName="sdIfPol1"/>

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>

<infraAttEntityP name="AttEntP1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>

</infraAttEntityP>
<qosPfcIfPol dn="uni/infra/pfc-pfcIfPol1" adminSt="on">
</qosPfcIfPol>
<qosSdIfPol dn="uni/infra/qossdpol-sdIfPol1" congClearAction="log"
congDetectMult="5" flushIntvl="100" flushAdminSt="enabled">
</qosSdIfPol>
<fcIfPol dn="uni/infra/fcIfPol-fcIfPol1" portMode="np">
</fcIfPol>

</infraInfra>
</polUni>

ステップ 7 ノードセレクタおよびポートセレクタを作成するには、次の例のようにXMLで POSTを送信
します。

この例では、次のリクエストを実行します:

•ノードセレクタ leafsel1を作成します。これはリーフノード 101を指定します。

•ポートセレクタ portsel1を作成します。これはポート 1/39 を指定します。

例：

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

<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1"/>

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="39" toPort="39">
</infraPortBlk>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-portgrp1" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>
</infraInfra>
</polUni>

ステップ 8 vPCを作成するには、次の例のような XMLを POST送信します。

例：
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https://apic-ip-address/api/mo/uni.xml
<polUni>
<fabricInst>

<vpcInstPol name="vpc01" />

<fabricProtPol pairT="explicit" >
<fabricExplicitGEp name="vpc01" id="100" >

<fabricNodePEp id="101"/>
<fabricNodePEp id="102"/>
<fabricRsVpcInstPol tnVpcInstPolName="vpc01" />
<!-- <fabricLagId accBndlGrp="infraAccBndlGrp_{{pcname}}" /> -->

</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>

</fabricInst>
</polUni>

REST APIを使用した FEXで FCoEの設定

始める前に

•説明されている 1 ~ 4の手順に従います Configuring FCoE Connectivity Using the REST API
（268ページ）

手順

ステップ 1 FEX（セレクタ）上の FCoEの設定：ポート：

例：

<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1" />

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="17" toPort="17"></infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof1/fexbundle-fexbundle1"

fexId="110" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="portgrp1">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-attentp1" />

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>

<infraFexP name="fexprof1">
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<infraFexBndlGrp name="fexbundle1"/>
<infraHPortS name="portsel2" type="range">
<infraPortBlk name="blk2"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20"></infraPortBlk>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-portgrp1"/>
</infraHPortS>

</infraFexP>

<infraAttEntityP name="attentp1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 2 テナント設定：

例：

fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">

<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />

<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/extpaths-110/pathep-[eth1/17]" vsan="vsan-11"
vsanMode="native"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>

ステップ 3 FEX（セレクタ）上の FCoEの設定：ポートチャネル：

例：

<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1" />

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="18" toPort="18"></infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof1/fexbundle-fexbundle1"

fexId="111" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraFexP name="fexprof1">
<infraFexBndlGrp name="fexbundle1"/>
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20"></infraPortBlk>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-pc1"/>
</infraHPortS>

</infraFexP>
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<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="pc1">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-attentp1" />

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

<infraAttEntityP name="attentp1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

ステップ 4 テナント設定：

例：

<fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">

<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />

<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/extpaths-111/pathep-[pc1]" vsan="vsan-11"
vsanMode="native" />

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>

ステップ 5 FEX（セレクタ）上の FCoEの設定：VPC：

例：

<polUni>
<fabricInst>
<vpcInstPol name="vpc1" />
<fabricProtPol pairT="explicit" >
<fabricExplicitGEp name="vpc1" id="100" >
<fabricNodePEp id="101"/>
<fabricNodePEp id="102"/>
<fabricRsVpcInstPol tnVpcInstPolName="vpc1" />
</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>
</fabricInst>
</polUni>

ステップ 6 テナント設定：

例：

<fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />
</fvBD>

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">

<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
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<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-11"
tDn="topology/pod-1/protpaths-101-102/extprotpaths-111-111/pathep-[vpc1]" />
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 7 セレクタ設定：

例：

<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1" />
</infraNodeP>

<infraNodeP name="nprof2">
<infraLeafS name="leafsel2" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk2" from_="102" to_="102"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof2" />
</infraNodeP>

<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="18" toPort="18">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof1/fexbundle-fexbundle1" fexId="111" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraAccPortP name="pprof2">
<infraHPortS name="portsel2" type="range">
<infraPortBlk name="blk2"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="18" toPort="18">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/fexprof-fexprof2/fexbundle-fexbundle2" fexId="111" />
</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFexP name="fexprof1">
<infraFexBndlGrp name="fexbundle1"/>
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk1"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20">
</infraPortBlk>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-vpc1"/>
</infraHPortS>
</infraFexP>

<infraFexP name="fexprof2">
<infraFexBndlGrp name="fexbundle2"/>
<infraHPortS name="portsel2" type="range">
<infraPortBlk name="blk2"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="20">

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-vpc1"/>
</infraHPortS>
</infraFexP>
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<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="vpc1" lagT="node">

<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-attentp1" />
</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

<infraAttEntityP name="attentp1">
<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>
</infraInfra>
</polUni>

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

説明オブジェクト

ファイバチャネルパスは、実際のインターフェイスに

vFCパスを指定します。このタイプの各オブジェクトを
削除すると、そのオブジェクトの関連付けられているイ

ンターフェイスから展開が削除されます。

<fvRsFcPathAtt>（ファイバチャネ
ルパス）

VSAN/VLANマップは VSANを関連付けられる VLANに
マップします。このオブジェクトを削除することで、FCoE
接続をサポートする VSAN間の関連付けと VSANの基盤
を削除します。

<fcVsanAttrpP>（VSAN/VLANマッ
プ）

VSANプールは、FCoE接続をサポートする利用可能な
VSANのセットを指定します。このプールを削除すると、
それらの VSANが削除されます。

<fvnsVsanInstP>（VSANプール）

VLANプールは、VSANマッピングの VLANセットを指
定します。関連杖けられている VLANプールを削除する
とFCoEの展開解除後にクリーンアップされ、VSANエン
ティティが実行された VLANエンティティの基盤を削除
します。

<fvnsVlanIsntP>（(VLANプール）

ファイバチャネルドメインには、すべてのVSANとその
マッピングが含まれています。このオブジェクトを削除

すると、このドメインに関連付けられているすべてのイ

ンターフェイスから vFCの展開を解除します。

<fcDomP> (VSANまたはファイバ
チャネルドメイン）

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

トの削除を検討できます。

<fvAEPg>（アプリケーション
EPG）
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説明オブジェクト

FCoE接続に関連付けられているアプリケーションプロ
ファイル。アプリケーションプロファイルの目的がFCoE
に関連するアクティビティをサポートするためだけの場

合、このオブジェクトの削除を検討できます。

<fvAp>（アプリケーションプロ
ファイル）

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

<fvTenant>（テナント）

クリーンアップ中に vFCポートのイーサネット設定オブジェクトを削除する場合
（infraHPortS）、デフォルトのvFCプロパティはそのインターフェイスに関連付けられて残り
ます。たとえば、vFC NPポート 1/20のインターフェイス設定が削除される場合、そのポート
は vFCポートのままですが、デフォルトNP設定以外のデフォルト Fにポート設定が適用され
た状態です。

（注）

次の大中で、FCoEプロトコルを使用するインターフェイスにアクセスする FCoEが有効なイ
ンターフェイスおよび EPGを展開解除します。

手順

ステップ 1 関連付けられたファイバチャネルパスオブジェクトを削除するには、次の例のように XML
で POSTを送信します。

例では、ファイバチャネルパスオブジェクト<fvRsFcPathAtt>のすべてのインスタンスを削除
します。

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

（注）

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml

<fvTenant
name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />

</fvBD>

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
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<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>

</fvAEPg>

<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>

<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>

</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 2 関連付けられているVSAN/VLANマップを削除するには、次の例のようにpostを送信します。

例では、VSAN/VLANマップ vsanattri1と、関連づけられた <fcVsanAttrpP>オブジェクトを削
除します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1].xml

<fcVsanAttrP name="vsanattr1" status="deleted">

<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-43" vsanEncap="vsan-10" status="deleted"/>
<fcVsanAttrPEntry vlanEncap="vlan-44" vsanEncap="vsan-11"
lbType="src-dst-ox-id" status="deleted" />

</fcVsanAttrP>

ステップ 3 関連付けられている VSANプールを削除するには、次の例のように postを送信します。

この例では、VSANプール vsanPool1と、関連づけられた<fvnsVsanInstP>オブジェクトを削除
します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static.xml

<!-- Vsan-pool -->
<fvnsVsanInstP name="vsanPool1" allocMode="static" status="deleted">
<fvnsVsanEncapBlk name="encap" from="vsan-5" to="vsan-100" />
</fvnsVsanInstP>

ステップ 4 関連付けられている VLANプールを削除するには、次の例にように XMLで postを送信しま
す。

この例では、VLANプール vlanPool1と、関連づけられた<fvnsVlanIsntP>オブジェクトを削除
します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static.xml

<!-- Vlan-pool -->
<fvnsVlanInstP name="vlanPool1" allocMode="static" status="deleted">
<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-5" to="vlan-100" />
</fvnsVlanInstP>
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ステップ 5 関連づけられたファイバチャネルドメインを削除するには、次の例のように XMLで postを
送信します。

例では、VSANドメインvsanDom1と、関連づけられた<fcDomP>オブジェクトを削除します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/fc-vsanDom1.xml
<!-- Vsan-domain -->
<fcDomP name="vsanDom1" status="deleted">

<fcRsVsanAttr tDn="uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1]"/>
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static"/>
<fcRsVsanNs tDn="uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static"/>

</fcDomP>

ステップ 6 オプション：適切な場合、関連づけられた EPG、関連づけられたアプリケーションプロファ
イル、または関連づけられたテナントを削除できます。

例：

次の例では、関連付けられているアプリケーションEPG epg1と、関連づけられた<fvAEPg>オ
ブジェクトが削除されます。

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml

<fvTenant
name="tenant1"/>
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" >
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />

</fvBD>

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1" status= "deleted">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>

</fvAEPg>

<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>

<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>

</fvAp>
</fvTenant>

例：

次の例では、関連付けられているアプリケーションプロファイル app1と、関連づけられた
<fvAp>オブジェクトが削除されます。
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https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml

<fvTenant
name="tenant1">
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc">
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />

</fvBD>

<fvAp name="app1" status="deleted">
<fvAEPg name="epg1" status= "deleted">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>

</fvAEPg>

<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>

<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>

</fvAp>
</fvTenant>

例：

次の例では、全体のテナント tenant1と関連づけられた<fvTenant>オブジェクトが削除されま
す。

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml

<fvTenant
name="tenant1" status="deleted">
<fvCtx name="vrf1"/>

<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" type="fc" status="deleted">
<fvRsCtx tnFvCtxName="vrf1" />

</fvBD>

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1" status= "deleted">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1" />
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/39]"
vsan="vsan-11" vsanMode="native" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
vsan="vsan-10" vsanMode="regular" status="deleted"/>

</fvAEPg>

<!-- Sample undeployment of vFC on a port channel -->
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<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDN="topology/pod-1/paths 101/pathep-pc01" status="deleted"/>

<!-- Sample undeployment of vFC on a virtual port channel -->

<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-vpc01" status="deleted"/>
<fvRsFcPathAtt vsanMode="native" vsan="vsan-10"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-vpc01" status="deleted"/>

</fvAp>
</fvTenant>

ファイバチャネル NPV

ファイバチャネル接続の概要

スイッチは、NPVを有効にした後はNPVモードになります。NPVモードはスイッチ全体に適
用されます。NPVモードのスイッチに接続するすべてのエンドデバイスは、Nポートとして
ログインし、この機能を使用する必要があります（ループ接続デバイスはサポートされていま

せん）。（NPVモードの）エッジスイッチから NPVコアスイッチへのすべてのリンクは、
（Eポートではなく）NPポートとして確立されます。このポートは、通常のスイッチ間リン
クに使用されます。

FC NPVの利点

FC NPVでは次の機能を提供します。

•ファブリックのドメイン IDを追加することがなく、ファブリックに接続しているホスト
数の増加する

• FCおよび FCoEホストとターゲットの FCインターフェイスを使用した SANファブリッ
クへの接続

•自動トラフィックマッピング

•スタティックトラフィックマッピング

•自動ロードバランシングの中断

FC NPVモード

ACIの Feature-set fcoe-npvは、最初に FCoE/FC設定がプッシュされるときに、デフォルトで自
動的に有効なります。

Cisco APIC REST API設定ガイド
281

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

ファイバチャネル NPV



FCトポロジ

ACIファブリックでFCトラフィックをサポートする一般的な設定のトポロジは、次のコンポー
ネントで構成されています。

•リーフは、FCoE NPポートまたはネイティブ FC NPポートを使用して FCスイッチに接続
できます。

• ACIリーフは、FCoEリンクを使用してサーバ/ストレージと直接接続することができま
す。

• FC/FCoEトラフィックは、ファブリック/スパインには送信されません。リーフスイッチ
では、FCoEトラフィックのローカルスイッチングは実行しません。スイッチングは、
FC/FCoE NPVリンク経由でリーフスイッチと接続されているコアスイッチによって行わ
れます。

• Flogiに続く複数の FDISCは、FCoEホストと FC/FCoE NPリンクによりサポートされま
す。

Cisco APIC REST API設定ガイド
282

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

ファイバチャネル接続の概要



FC NPVの注意事項と制約事項
FC NPVを設定する場合、次の注意事項および制限事項に注意してください。

• FC設定に使用できるポートの範囲は 1～ 48です。ポート 49～ 54までは FCポートを変
換できません。

• Fポートとしての FCポートモードはサポートされていません。

• SANポートチャネルがサポートされていません。

• FC NPVリンクで FEX経由の FCoEホストはサポートされていません。

• FC速度の自動化および 32 Gはサポートされていません。

• ACIリーフ 93180YC-FXポートが 8 G速度で設定されているとき、Brocade Port Blade
FC16-32への FC Uplink（NP）接続はサポートされていません。

• FCトランクモード ONおよび自動化はサポートされていません。

• FC塗りつぶしパターン ARBFFはサポートされていません。

• FCは 40 Gおよびブレイクアウトポートではサポートされていません。

• FCポートでは、FEX起動はサポートされていません。

• FC NPVのサポートは、リリース 3.2(1)において N9K-C93180YC-FXに限られます。

•イーサネットから FC（またはその逆）のポート変換には、スイッチのリロードが必要で
す。現在 1個のポートの連続範囲のみ FCポートに変換可能で、この範囲はあり 4の倍数
で終わるポート番号である必要があります。例：1 ~ 4、1 ~ 8、または 21-24。

REST APIを使用した FC接続の設定
FCが有効なインターフェイスと Epg REST APIを使用して、FCプロトコルを使用してこれら
のインターフェイスへのアクセスを設定することができます。

手順

ステップ 1 VSANプールを作成するには、次の例などと XML postを送信します。例では、VSANプール
vsanPool1を作成しに含まれている Vsanの範囲を指定します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static.xml

<!-- Vsan-pool -->
<fvnsVsanInstP allocMode="static" name="vsanPool1">
<fvnsVsanEncapBlk from="vsan-10" name="encap" to="vsan-11"/>

</fvnsVsanInstP>
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ステップ 2 VLANプールを作成するには、次の例などとXML postを送信します。この例では、VLANプー
ル vlanPool1を作成しに含まれている Vlanの範囲を指定します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static.xml

<!-- Vlan-pool -->
<fvnsVlanInstP allocMode="static" name="vlanPool1">
<fvnsEncapBlk from="vlan-10" name="encap" to="vlan-11"/>

</fvnsVlanInstP>

ステップ 3 VSAN属性ポリシーを作成するには、次の例のようにXMLでpostを送信します。例は、VSAN
属性ポリシー vsanattri1を作成し、vlan 10、vsan 10にマップし、vlan 11を vsan 11をマップし
ます。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1].xml

<fcVsanAttrP name="vsanattr1">
<fcVsanAttrPEntry lbType="src-dst-ox-id" vsanEncap="vsan-10" vlanEncap="vlan-10" />
<fcVsanAttrPEntry lbType="src-dst-ox-id" vsanEncap="vsan-11" vlanEncap="vlan-11" />

</fcVsanAttrP>

ステップ 4 ファイバチャネルドメインを作成するには、次の例のように XMLで postを送信します。こ
の例には、VSANドメイン vsanDom1が作成されます。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/fc-vsanDom1.xml

<!-- Vsan-domain -->
<fcDomP name="vsanDom1">
<fcRsVsanNs tDn="uni/infra/vsanns-[vsanPool1]-static"/>
<fcRsVsanAttr tDn="uni/infra/vsanattrp-[vsanattr1]"/>
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlanPool1]-static"/>

</fcDomP>

ステップ 5 FCインターフェイスポリシーグループとを AEPを作成するには、XMLで postを送信しま
す。この例では、次の要求を実行します。

• FCインターフェイスポリシー fcIfPol1を含む FCインターフェイスポリシーグループ
portgrp1を作成します。

•添付されているエンティティを作成するVSANドメイン vsanDom1内のポートの関連付け
fcIfPol1の指定される設定 (AEP) AttEntP1のプロファイルします。

例：

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

<polUni>
<infraInfra>

<infraFuncP>
<infraFcAccPortGrp name="portgrp1">

<infraRsFcL2IfPol tnFcIfPolName="fcIfPol1"/>
<infraRsFcAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntP1"/>

</infraFcAccPortGrp>

</infraFuncP>
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<!-- PORT POLICIES -->
<fcIfPol name="fcIfPol1" portMode="np" speed='8G'/>
<infraAttEntityP name="AttEntP1">

<infraRsDomP tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
</infraAttEntityP>

</infraInfra>
</polUni>

ステップ 6 FCポートにポート範囲 5 ~ 8を変換するには、次の例などの XMLで postを送信します。この
例では、次のリクエストを実行します:

•リーフノード 101を指定するノードセレクタ leafsel1を作成します。

• 5 ~ 8の範囲内でポートを指定するポートセレクタ portsel1を作成します。

• FCポートにこれらのポートを変換する FCインターフェイスポリシーグループを設定し
ます。

例：

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

<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="nprof1">
<infraLeafS name="leafsel1" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk1" from_="101" to_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-pprof1"/>

</infraNodeP>
<infraAccPortP name="pprof1">
<infraHPortS name="portsel1" type="range">
<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="5" toPort="8">
</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/fcaccportgrp-portgrp1" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

</infraInfra>
</polUni>

FCインターフェイスポリシーグループを適用すると、スイッチのリロードは、FC
ポートとしてポートを起動する必要があります。

現在のみ FCポートに変換できるポートの 1つの連続した範囲と、この範囲にする必
要がありますが 4の倍数で終わるポート番号 4の倍数ことです。

例: 1 ~ 4、1 ~ 8、または 21-24にします。

（注）

ステップ 7 テナント、アプリケーションプロファイル、EPGを作成し、FCブリッジドメインをEPGに関
連付けるするには、次の例などとXML postを送信します。例では、FCおよびアプリケーショ
ン EPG epg1をサポートするように設定ターゲットテナントでブリッジドメイン bd1を作成し
ます。これにより、EPGがVSANドメインvsanDom1およびインターフェイスのリーフスイッ
チ101で1/7へのファイバチャネルのパスに関連付けられます。各インターフェイスは、VSAN
に関連付けられます。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml
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<fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="vfc_t1_v1"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="bd1" unicastRoute="no" type="fc">
<fvRsCtx tnFvCtxName="vfc_t1_v1"/>

</fvBD>
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/fc-vsanDom1"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-vsanDom1"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[fc1/7]" vsan="vsan-10"

vsanMode="native"/>
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[fc1/8]" vsan="vsan-10"

vsanMode="native"/>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

ステップ 8 アップリンクポートへのピンサーバポートへのトラフィックのマップを作成するには、XML
で次の例などの postを送信します。トラフィックマップ vFC 1/47 FC 1/7に固定します。

例：

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-tenant1.xml

<fvTenant name="tenant1">
<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">
<fvRsFcPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/47]" vsan="vsan-10"

vsanMode="native">
<fcPinningLbl name="label1"/>

</fvRsFcPathAtt>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

https://apic-ip-address/api/mo/uni/tn-vfc_t1.xml

<fvTenant name="tenant1">
<fcPinningP name="label1">
<fcRsPinToPath tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[fc1/7]"/>

</fcPinningP>
</fvTenant>

トラフィックマップを固定すると、最初の時間が設定され場合、は、FCoEポートを
最初のトラフィックのマップを設定する前にシャットダウンする必要があります。

（注）
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802.1Qトンネル

ACI 802.1 qトンネルについて
図 23 : ACI 802.1 qトンネル

Cisco ACIおよび Cisco APICリリース 2.2(1x)以降では、エッジ（トンネル）ポートで 802.1Q
トンネルを設定して、QoS（QoS）の優先順位設定とともに、ファブリックのイーサネットフ
レームの point-to-multi-pointトンネリングを有効にできます。Dot1qトンネル は、タグ付き、
802.1Qタグ付き、802.1ad二重タグ付きフレームを、ファブリックでそのまま送信します。各
トンネルでは、単一の顧客からのトラフィックを伝送し、単一のブリッジドメインに関連付け

られています。ACI前面パネルポートは、Dot1qトンネルの一部である可能性があります。
レイヤ 2スイッチングは宛先MAC（DMAC）に基づいて行われ、通常のMACラーニングは
トンネルで行われます。エッジポート Dot1qトンネルは、第二世代以降のスイッチのモデル
名の最後に「EX」がつく Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでサポートされます。

Cisco ACIおよび Cisco APICリリース 2.3(x)では、同じコアポートで複数の 802.1 qトンネル
を設定可能で、複数の顧客から二重タグ付きトラフィックを伝送し、これは 802.1 q用に設定
されたアクセスのカプセル化を各自識別できます。802.1Qトンネルでは、MACアドレス学習
を無効にすることもできます。エッジポートとコアポートの両方を、アクセスカプセル化が

設定され、MACアドレス学習が無効にされた 802.1Qトンネルに所属させることができます。
Dot1qトンネルのエッジポートとコアポートの両方は、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの
第三世代の、スイッチモデル名の末尾に「FX」が付いている機種でサポートされます。
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このドキュメントで使用する用語は、Cisco Nexus 9000シリーズのドキュメントとは異なって
いる場合があります。

表 12 : 802.1Qトンネルの用語

Cisco Nexus 9000シリーズのドキュメントACIのドキュメント

トンネルポートエッジポート

トランクポートコアポート

次の注意事項および制約事項が適用されます:

• VTP、CDP、LACP、LLDP、および STPプロトコルのレイヤ 2トンネリングは、次の制限
付きでサポートされます。

•リンク集約制御プロトコル (LACP)トンネリングは、個々のリーフインターフェイス
を使用する、ポイントツーポイントトンネルでのみ、予想通りに機能します。ポート

チャネル（PC）または仮想ポートチャネル（vPC）ではサポートされません。

• PCまたは vPCを持つ CDPおよび LLDPトンネリングは確定的ではありません。これ
は、トラフィックの宛先として選択するリンクによって異なります。

•レイヤ 2プロトコルトンネリングに VTPを使用するには、CDPをトンネル上で有効
にする必要があります。

•レイヤ 2プロトコルのトンネリングが有効になっており、Dot1qトンネルのコアポー
トにブリッジドメインが展開されている場合、STPは 802.1 qトンネルブリッジドメ
インではサポートされません。

• ACIリーフスイッチは、トンネルブリッジドメインのエンドポイントで点滅し、ブ
リッジドメインでフラッディングして STP TCNパケットに反応します。

• 2個上のインターフェイスを持つ CDPおよび LLDPトンネリングが、すべてのイン
ターフェイスでパケットをフラッディングします。

• Cisco APICリリース 2.3(x)以降では、エッジポートからコアポートにトンネリング
しているレイヤ 2プロトコルパケットの宛先MACアドレスは、01-00-0c-cd-cd-d0に
書き換えられ、コアポートからエッジポートにトンネリングしているレイヤ 2プロ
トコルパケットの宛先MACアドレスは、プロトコルに対して標準のデフォルトMAC
アドレスに書き換えられます。

• PCまたは VPCが Dot1qトンネルの唯一のインターフェイスであり、削除され再度設定
される場合、Dot1qトンネルに対する PC/VPCの関連付けを削除してから再設定します。

• Cisco APICリリース 2.2(x)では、二重タグつきフレームのイーサタイプは 0x8100の後に
0x9100が続く必要があります。

ただし、Cisco APICリリース 2.3(x)以降の場合、この制限は第三世代のスイッチモデル名
の最後に「FX」がつく Cisco Nexus switchesのエッジポートには適用されません。
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•コアポートについては、二重タグつきフレームのイーサタイプは、0x8100の後に 0x8100
が続く必要があります。

•複数のエッジポートおよびコアポート（リーフスイッチ上も）をDot1qトンネルに含む
ことができます。

•エッジポートは 1つのトンネルの一部にのみ属することが可能ですが、コアポートは複
数の Dot1qトンネルに属することができます。

• Cisco APICリリース 2.3(x)以降では、通常の EPGが 802.1 qで使用されるコアポートに展
開できます。

• L3Outsは Dot1qトンネルに有効になっているインターフェイスではサポートされていま
せん。

• FEXは Dot1qトンネルのメンバとしてはサポートされていません。

•ブレークアウトポートとして設定されているインターフェイスは、802.1 qをサポートし
ていません。

•インターフェイスレベルの統計情報は Dot1qトンネルのインターフェイスでサポートさ
れていますが、トンネルレベルの統計情報はサポートされていません。

REST APIを使用してポートを持つトンネル 802.1 qの設定
作成、 Dot1qトンネル 、ポートを使用して、次の例などの手順でのインターフェイスを設定
します。

始める前に

Dot1qトンネルを使用するテナントを設定します。

手順

ステップ 1 次の例のように XMLで REST APIを使用して Dot1qトンネルを作成します。

例では、LLDPレイヤ 2トンネリングプロトコルでトンネルを設定し、アクセスカプセル化
VLANを追加し、トンネルでMACラーニングを無効にします。

例：

<fvTnlEPg name="VRF64_dot1q_tunnel" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"
fwdCtrl="mac-learn-disable" >

<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/13]"/>
</fvTnlEPg>

ステップ 2 次の例のようにXMLで静的にバインディングするレイヤ 2インターフェイスポリシーを設定
します。
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この例では、エッジスイッチポートにレイヤ 2インターフェイスポリシーを設定します。コ
アスイッチポートのポリシーを設定するには、l2IfPol MOで edgePortの代わりに corePort

を使用します。

例：

<l2IfPol name="VRF64_L2_int_pol" qinq="edgePort" />

ステップ 3 次の例のように、XMLでリーフアクセスポートポリシーグループにレイヤ 2インターフェ
イスポリシーを適用します。

例：

<infraAccPortGrp name="VRF64_L2_Port_Pol_Group" >
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="VRF64_L2_int_pol"/>

</infraAccPortGrp>

ステップ 4 次の例のように、XMLでインターフェイスセレクタとともにリーフプロファイルを設定しま
す。

例：

<infraAccPortP name="VRF64_dot1q_leaf_profile" >
<infraHPortS name="vrf64_access_port_selector" type="range">

<infraPortBlk name="block2" toPort="15" toCard="1" fromPort="13" fromCard="1"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-VRF64_L2_Port_Pol_Group"

/>
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

例

次の例のように、2個の POST上のエッジポートのポート設定を示します。

Post 1の XML：
<polUni>
<infraInfra>
<l2IfPol name="testL2IfPol" qinq="edgePort"/>
<infraNodeP name="Node_101_phys">
<infraLeafS name="phys101" type="range">
<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="101"/>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-phys21"/>

</infraNodeP>
<infraAccPortP name="phys21">
<infraHPortS name="physHPortS" type="range">
<infraPortBlk name="phys21" fromCard="1" toCard="1" fromPort="21" toPort="21"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-21"/>

</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="21">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntityProf1701"/>

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>
<l2IfPol name='testL2IfPol' qinq=‘edgePort'/>
<infraAttEntityP name="AttEntityProf1701">
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<infraRsDomP tDn="uni/phys-dom1701"/>
</infraAttEntityP>

</infraInfra>
</polUni>

Post 2の XML：
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-Coke" name="Coke">
<fvTnlEPg name="WEB5" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"

fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/21]"/>

</fvTnlEPg>
</fvTenant>

</polUni>

REST APIを使用した PCを持つトンネル 802.1Qの設定
PCを使用して Dot1qトンネルを作衛して、次の例のような手順でインターフェイスを設定し
ます。

始める前に

Dot1qトンネルを使用するテナントを設定します。

手順

ステップ 1 次の例のように XMLで REST APIを使用して Dot1qトンネルを作成します。

例では、LLDPレイヤ 2トンネリングプロトコルでトンネルを設定し、アクセスカプセル化
VLANを追加し、トンネルでMACラーニングを無効にします。

例：

<fvTnlEPg name="WEB" qiqL2ProtTunMask=lldp accEncap="vlan-10"
fwdCtrl="mac-learn-disable" >

<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[po2]"/>
</fvTnlEPg>

ステップ 2 次の例のようにXMLで静的にバインディングするレイヤ 2インターフェイスポリシーを設定
します。

この例では、エッジスイッチポートにレイヤ 2インターフェイスポリシーを設定します。コ
アスイッチポートのレイヤ 2インターフェイスポリシーを設定するには、l2IfPol MOの
edgePort代わりに corePortを使用します。

例：

<l2IfPol name="testL2IfPol" qinq="edgePort"/>

ステップ 3 次の例のように、XMLで PCインターフェイスポリシーグループにレイヤ 2インターフェイ
スポリシーを適用します。

例：
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<infraAccBndlGrp name="po2" lagT="link">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
</infraAccBndlGrp>

ステップ 4 次の例のように、XMLでインターフェイスセレクタを持つリーフプロファイルを設定しま
す。

例：

<infraAccPortP name="PC">
<infraHPortS name="allow" type="range">
<infraPortBlk name="block2" fromCard="1" toCard="1" fromPort="10" toPort="11" />
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-po2"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>

例

次の例では、2個のポストの PC設定を示します。

この例では、エッジポートとして PCポートを設定します。コアポートとして設定を
使用するには、Post 1にある l2IfPolMOの edgePort代わりに corePortを使用します。

Post 1の XML：
<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name="bLeaf3">
<infraLeafS name="leafs3" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk3" from_="101" to_="101">
</infraNodeBlk>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping3"/>

</infraNodeP>
<infraAccPortP name="shipping3">
<infraHPortS name="pselc3" type="range">

<infraPortBlk name="blk3" fromCard="1" toCard="1" fromPort="24" toPort="25"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag3" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>
<infraFuncP>

<infraAccBndlGrp name="accountingLag3" lagT='link'>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp3'/>
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol3"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
<lacpLagPol name='accountingLacp3' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='active' />
<l2IfPol name='testL2IfPol3' qinq='edgePort'/>
<infraAttEntityP name="default">
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

Post 2の XML：
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-Coke" name="Coke">
<!-- bridge domain -->
<fvTnlEPg name="WEB6" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"
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fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[accountingLag1]"/>

</fvTnlEPg>
</fvTenant>

</polUni>

REST APIを使用する VPCと 802.1 Qトンネルの設定
VPCを使用して Dot1qトンネル を作成し、次の例のような手順でインターフェイスを作成し
ます。

始める前に

Dot1qトンネルを使用するテナントを設定します。

手順

ステップ 1 次の例のように、XMLとともに REST APIを使用して 802.1 qトンネルを作成します。

例ではレイヤ 2トンネルプロトコルとともにトンネルを設定し、アクセスカプセル化 VLAN
を追加し、トンネルでMAC学習を無効にします。

例：

<fvTnlEPg name="WEB" qiqL2ProtTunMask=lldp accEncap="vlan-10" fwdCtrl="mac-learn-disable"
>

<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/protpaths-101-102/pathep-[po4]" />
</fvTnlEPg>

ステップ 2 次の例のように、XMLとともに静的バインディングでレイヤ 2インターフェイスポリシーを
設定します。

この例では、エッジスイッチポートのレイヤ 2インターフェイスポリシーを設定します。コ
アスイッチポートのレイヤ 2インターフェイスポリシーを設定するには、qinq ="corePort"

ポートタイプを使用します。

例：

<l2IfPol name="testL2IfPol" qinq="edgePort"/>

ステップ 3 次の例のように、XMLを持つ VPCインターフェイスポリシーグループにレイヤ 2インター
フェイスポリシーを適用します。

例：

<infraAccBndlGrp name="po4" lagT="node">
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>
</infraAccBndlGrp>

ステップ 4 次の例のように、XMLを持つインターフェイスセレクタでリーフプロファイルを設定しま
す。

例：

<infraAccPortP name="VPC">
<infraHPortS name="allow" type="range">
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<infraPortBlk name="block2" fromCard="1" toCard="1" fromPort="10" toPort="11" />
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-po4"/>
</infraHPortS>
</infraAccPortP>

例

次の例では、3つのポストの VPCの設定を示しています。

この例では、エッジポートとして VPCポートを設定します。コアポートとして設定
するには、ポスト 2で corePortを edgePortの代わりに l2IfPol MOで使用します。

Post 1の XML：
<polUni>

<fabricInst>
<fabricProtPol pairT="explicit">

<fabricExplicitGEp name="101-102-vpc1" id="30">
<fabricNodePEp id="101"/>
<fabricNodePEp id="102"/>

</fabricExplicitGEp>
</fabricProtPol>

</fabricInst>
</polUni>

Post 2の XML：
<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name="bLeaf1">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk" from_="101" to_="101">
</infraNodeBlk>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping1"/>

</infraNodeP>

<infraNodeP name="bLeaf2">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk" from_="102" to_="102">
</infraNodeBlk>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping2"/>

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="shipping1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="4" toPort="4"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag1" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

<infraAccPortP name="shipping2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="2" toPort="2"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag2" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>
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<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag1" lagT='node'>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp1'/>
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>

</infraAccBndlGrp>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag2" lagT='node'>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp1'/>
<infraRsL2IfPol tnL2IfPolName="testL2IfPol"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
<lacpLagPol name='accountingLacp1' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='active' />
<l2IfPol name='testL2IfPol' qinq='edgePort'/>

<infraAttEntityP name="default">
</infraAttEntityP>
</infraInfra>

Post 3の XML：
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-Coke" name="Coke">
<!-- bridge domain -->
<fvTnlEPg name="WEB6" qiqL2ProtTunMask="lldp" accEncap="vlan-10"

fwdCtrl="mac-learn-disable" >
<fvRsTnlpathAtt tDn="topology/pod-1/protpaths-101-102/pathep-[accountingLag2]"/>

</fvTnlEPg>
</fvTenant>

</polUni>

ブレークアウトポート

ダイナミックブレークアウトポートの設定

ブレークアウトケーブルは非常に短いリンクに適しており、コスト効率の良いラック内および

隣接ラック間を接続する方法を提供します。

ブレークアウトでは、40ギガビット（Gb）ポートを独立して 4分割し、10Gbまたは 100Gb
ポートを独立した状態で論理 25 Gbポートに 4分割できます。

ブレークアウトポートを設定する前に、次のケーブルのいずれかを使用して 40 Gbポートを 4
つの 10 Gbポートまたは 100 Gbポートを 4つの 25 Gbポートに接続します。

• Cisco QSFP-4SFP10G

• Cisco QSFP-4SFP25G

40 Gbから 10 Gbまでのダイナミックブレークアウト機能は、次のスイッチのポートが面して
いるアクセスでサポートされています。

• N9K-C9332PQ

• N9K-C93180LC-EX
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• N9K-C9336C-FX

100 Gbから 25 Gbまでのブレークアウト機能は、次のスイッチのポートが面しているアクセ
スでサポートされています。

• N9K-C93180LC-EX

• N9K-C9336C-FX2

• N9K-C93180YC-FX

次の注意事項および制約事項を確認します。

•一般に、ブレーアウトおよびポートプロファイル（アップリンクからダウンリンクへ変更
されたポート）は、同一ポートではサポートされません。

ただし Cisco APIC、リリース 3.2から、ダイナミックブレークアウト（100 Gbおよび 40
Gbの両方）は N9K-C93180YC-FXスイッチのプロファイリングされた QSFPポートでサ
ポートされます。

•ファストリンクフェールオーバーポリシーは、ダイナミックブレークアウト機能と同一
ポートではサポートされていません。

•ブレークアウトのサポートは、ポリシーモデルが使用されているその他のポートタイプ
と同じ方法で使用できます。

•ポートがダイナミックブレークアウトに対して有効になっている場合、親ポートのその他
のポート（モニタリングポリシー以外）は無効になります。

•ポートがダイナミックブレークアウトに対して有効になっている場合、親ポートのその他
の EPG展開が無効になります。

•ブレークアウトサブポートは、ブレークアウトポリシーグループを使用してもこれ以上
分割することはできません。

REST APIを使用したダイナミックブレークアウトポートの設定
次の手順でリーフインターフェイスプロファイルでブレークアウトリーフポートを設定し、

スイッチとプロファイルを関連付け、サブポートを設定します。

ブレークアウト機能のスイッチサポートについては、ダイナミックブレークアウトポートの

設定（295ページ）を参照してください。

手順

始める前に

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

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

• 40GEまたは 100GEリーフスイッチポートは、ダウンリンクポートに Ciscoブレークア
ウトケーブルを接続します。

手順

ステップ 1 次の例のように、JSONでブレークアウトポートのブレークアウトポリシーグループを設定し
ます。

例：

この例では、ポートセレクタの下の唯一のポート 44でインターフェイスプロファイル
「brkout44」を作成します。ポートセレクタは、ブレークアウトポリシーグループ
「new-brkoutPol」を指しています。
{

"infraAccPortP": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44",
"name":"brkout44",
"rn":"accportprof-brkout44",
"status":"created,modified"
},
"children":[ {

"infraHPortS": {
"attributes": {

"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-new-brekoutPol-typ-range",
"name":"new-brkoutPol",
"rn":"hports-new-brkoutPol-typ-range",
"status":"created,modified"

},
"children":[ {

"infraPortBlk": {
"attributes": {

"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-new-brkoutPol-typ-range/portblk-block2",
"fromPort":"44",
"toPort":"44",
"name":"block2",
"rn":"portblk-block2",
"status":"created,modified"

},
"children":[] }

}, {
"infraRsAccBaseGrp": {
"attributes":{

"tDn":"uni/infra/funcprof/brkoutportgrp-new-brkoutPol",
"status":"created,modified"

},
"children":[]
}

}
]

}
}

]
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}
}

ステップ 2 次の例のように JSONで以前作成された新しいスイッチプロファイルを作成し、ポートプロ
ファイルに関連付けます。

例：

この例で、唯一のノードとしてスイッチ 1017で新しいプロファイル「'leaf1017」を作成しま
す。この新しいスイッチプロファイルを、上で作成されたポートプロファイル「brkout44」に
関連付けます。この後、スイッチ 1017上のポート 44には 4個のサブポートがあります。

例：

{
"infraNodeP": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/nprof-leaf1017",
"name":"leaf1017","rn":"nprof-leaf1017",
"status":"created,modified"
},
"children": [ {
"infraLeafS": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/nprof-leaf1017/leaves-1017-typ-range",
"type":"range",
"name":"1017",
"rn":"leaves-1017-typ-range",
"status":"created"

},
"children": [ {
"infraNodeBlk": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/nprof-leaf1017/leaves-1017-typ-range/nodeblk-102bf7dc60e63f7e",

"from_":"1017","to_":"1017",
"name":"102bf7dc60e63f7e",
"rn":"nodeblk-102bf7dc60e63f7e",
"status":"created"
},
"children": [] }
}

]
}

}, {
"infraRsAccPortP": {
"attributes": {
"tDn":"uni/infra/accportprof-brkout44",
"status":"created,modified"

},
"children": [] }
}

]
}

}

ステップ 3 サブポートを設定します。

例：
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この例では、スイッチ1017のサポート1/44/1、2/1/44、1/44/3、1/44/4を設定します。下の例で
は、インターフェイス 3/1/44を設定します。また、infraPortBlkオブジェクトの代わりに

infraSubPortBlkオブジェクトを作成します。

{
"infraAccPortP": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44",
"name":"brkouttest1",
"rn":"accportprof-brkout44",
"status":"created,modified"

},
"children": [{
"infraHPortS": {
"attributes": {
"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-sel1-typ-range",
"name":"sel1",
"rn":"hports-sel1-typ-range",
"status":"created,modified"

},
"children": [{
"infraSubPortBlk": {
"attributes": {

"dn":"uni/infra/accportprof-brkout44/hports-sel1-typ-range/subportblk-block2",
"fromPort":"44",
"toPort":"44",
"fromSubPort":"3",
"toSubPort":"3",
"name":"block2",
"rn":"subportblk-block2",
"status":"created"
},
"children":[]}
},

{
"infraRsAccBaseGrp": {

"attributes": {
"tDn":"uni/infra/funcprof/accportgrp-p1",
"status":"created,modified"

},
"children":[]}
}

]
}

}
]

}
}
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アップリンクからダウンリンク、ダウンリンクからアッ

プリンクへ変更するポートプロファイル

ポートプロファイルの設定

Cisco APICリリース 3.1 (1)以前、アップリンクポートからダウンリンクポート、あるいはダ
ウンリンクポートからアップリンクポート（ポートプロファイル内）への変換は、Cisco ACI
リーフスイッチではサポートされていませんでした。Cisco APICリリース 3.1 (1)から、アッ
プリンクおよびダウンリンクの変換は、EXまたは FXおよびそれ以降（たとえば、
N9K-C9348GC-FXP）で終わる名前の Cisco Nexus 9000シリーズスイッチでサポートされてい
ます。変換後のダウンリンクに接続されている FEXもサポートされています。

この機能は次の Ciscoスイッチでサポートされています。

• N9K-C9348GC-FXP

• N9K-C93180LC-EXおよび N9K-C93180YC-FX

• N9K-93180YC-EX、N9K-C93180YC-EX、N9K-C93180YC-EXU

• N9K-C93108TC-EXおよび N9K-C93108TC-FX

• N9K C9336C FX2（ダウンリンクからアップリンクへの変換のみサポート）

制約事項

FASTリンクフェールオーバーポリシーとポートプロファイルは、同じポートではサポート
されていません。ポートプロファイルが有効になっている場合、FASTリンクフェールオー
バーを有効にすることはできません。その逆も同様です。

サポートされている TORスイッチの最後の 2つのアップリンクポートは、ダウンリンクポー
ト（これらはアップリンク接続用に予約済み）に変換することはできません。

Cisco APICリリース 3.2までは、ポートプロファイルとブレイクアウトポートは同じポート
でサポートされていません。

Cisco APICリリース 3.2以降では、ダイナミックブレイクアウト（100 Gbおよび 40 Gbの両
方）が N9K-C93180YC-FXスイッチのプロファイリングされた QSFPポートでサポートされま
す。ブレイクアウトおよびポートプロファイルでは、ポート49-52でアップリンクからダウン
リンクへの変換が一緒にサポートされています。ブレイクアウト（10 g 4 xまたは 25 g 4 xオプ
ション）は、ダウンリンクのプロファイリングされたポートでサポートされています。

ガイドライン

アップリンクをダウンリンクに変換したり、ダウンリンクをアップリンクに変換したりする際

は、次のガイドラインにご注意ください。
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ガイドラインサブジェクト

デコミッションされたノードがポートプロファイル機能を展開して

いる場合、ポート変換はノードのデコミッション後も削除されませ

ん。ポートをデフォルト状態に戻すには、デコミッション後に手動

で設定を削除する必要があります。これを行うには、スイッチにロ

グオンし、setup-clean-config.shスクリプトを実行して、実行される
まで待ちます。それから、リロードコマンドを入力します。

ポートプロファイルを

使用したノードのデコ

ミッション

Cisco ACIファブリックで Federal Information Processing Standards
（FIPS）を有効または無効にしている場合、変更を有効にするため
ファブリック内のスイッチをそれぞれリロードする必要がありま

す。FIPS設定を変更した後に最初のリロードを発行すると、設定さ
れているスケールプロファイル設定が失われます。スイッチは動作

を継続しますが、デフォルトのスケールプロファイルを使用しま

す。FIPS設定が変更されていない場合は、この問題は後続のリロー
ドでは発生しません。

FIPSは Cisco NX-OSリリース 13.1(1)またはそれ以降でさぽーとさ
れています。

FIPSをサポートしているリリースから FIPSをサポートしていない
リリースにファームウェアをダウングレードする必要がある場合、

最初に Cisco ACIファブリックで FIPSを無効にして、FIPS設定の
変更のためファブリック内のすべてのスイッチをリロードする必要

があります。

FIPS
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ガイドラインサブジェクト

最大アップリンクポートの制限に達し、ポート 25および 27がアッ
プリンクからダウンリンクへ返還されるとき、Cisco 93180LC EXス
イッチのアップリンクに戻ります。

Cisco 93180LC EXスイッチでは、ポート 25および 27はネイティブ
のアップリンクポートです。ポートプロファイルを使用してポー

ト 25および 27をダウンリンクポートに変換する場合は、ポート
29、30、31、32は、4つのネイティブアップリンクポートとして
も使用できます。変換可能なポート数のしきい値のため（最大 12
ポート）、8個以上のダウンリンクポートをアップリンクポートに
変換できます。たとえば、ポート 1、3、5、7、9、13、15、17は
アップリンクポートに変換され、ポート 29、30、31、32ポートは
4つのネイティブアップリンクポートとなります（Cisco 93180LC
EXスイッチで最大のアップリンクポートの制限）。

スイッチがこの状態でポートプロファイル設定がポート 25および
27で削除される場合、ポート 25および 27はアップリンクポート
へ再度変換されますが、前述したようにスイッチにはすでに 12個
のアップリンクポートがあります。ポート 25および 27をアップリ
ンクポートとして適用するため、ポート範囲 1、3、5、7、9、13、
15、17からランダムで2個のポートがアップリンクへの変換を拒否
されます。この状況はユーザにより制御することはできません。

そのため、リーフノードをリロードする前にすべての障害を消去

し、ポートタイプに関する予期しない問題を回避することが必須で

す。ポートプロファイルの障害を消去せずにノードをリロードする

と、特に制限超過に関する障害の場合、ポートは予想される動作状

態になることに注意する必要があります。

最大アップリンクポー

トの制限

ブレークアウト制限

制限事項リリーススイッチ

• 4X10Gbポートへの 40Gbダイナミック
ブレークアウトがサポートされていま

す。

•ポート 13および 14はブレークアウト
をサポートしていません。

•ポートプロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて

いません。

Cisco APIC 2.2 (1n)以降N9K-C9332PQ
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制限事項リリーススイッチ

• 40 Gbと 100 Gbのダイナミックブレー
クアウトは、ポート 1 ~ 24の奇数ポー
ト上でサポートされます。

•上位ポート（奇数ポート）ブレークア
ウトされると、下部ポート（偶数ポー

ト）はエラーが無効になります。

•ポートプロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて

いません。

Cisco APIC 3.1(1i)以降N9K-C93180LC-EX

•ポート 1 ~ 30では、40 Gbと 100 Gbの
ダイナミックブレークがサポートされ

ています。

•ポートプロファイルおよびブレークア
ウトは、同じポートでサポートされて

いません。

Cisco APIC 3.2(1l)以降N9K-C9336C-FX2
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制限事項リリーススイッチ

• 40 Gbと 100 Gbのダイナミックブレー
クは、52、上にあるときにプロファイ
リング QSFPポートがポート 49でサ
ポートされます。ダイナミックブレー

クアウトを使用するには、次の手順を

実行します。

•ポート 49 ~ 52を前面パネルポート
（ダウンリンク）に変換します。

•次の方法のいずれかを使用して、
ポートプロファイルのリロードを

実行します。

• APIC GUIで、[ファブリック]>
[インベントリ] > [ポッド] >
[リーフ]に移動し、[シャーシ]
クリックしてから [リロード]
を選択します。

• NX-OSスタイル CLIで、
setup-clean-config.sh -kスクリ
プトを入力し、実行を待機し、

reloadコマンドを入力します。

•プロファイルされたポート 49 - 52
のブレークアウトを適用します。

•ポート 53および 54では、ポートプロ
ファイルまたはブレークアウトをサポー

トしていません。

Cisco APIC 3.2(1l)以降N9K-C93180YC-FX

ポートプロファイルの設定のまとめ

次の表では、アップリンクからダウンリンク、ダウンリンクからアップリンクへのポートプロ

ファイルの変換をサポートしているスイッチで、サポートされているアップリンクおよびダウ

ンリンクをまとめています。
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サポー

トされ

ている

リリー

ス

最大ダウンリンク

(サーバのポート)
最大アップリンク

(ファブリックポー
ト)

デフォルトリンクスイッチモデル

3.1(1i)デフォルトと同じ48 x 100 M/1 G
BASE-Tダウンリン
ク

4 x 10/25 Gbps
SFP28アップリンク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

48 x 100 M/1 G
BASE-Tダウンリン
ク

4 x 10/25 Gbps SFP28
ダウンリンク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C9348GC-FXP

3.1(1i)4 x 40 Gbps QSFP
28ダウンリンク

2 x 40/100-Gbps
QSFP 28ダウンリ
ンク

4 x 40/100-Gbps
アップリンク（100
Gbps）

または

12 x 100 Gbps QSFP
28ダウンリンク

2 x 40/100-Gbps
QSFP 28ダウンリ
ンク

4 x 40/100-Gbps
アップリンク（100
Gbps）

12 x 40 Gbps QSFP
28ダウンリンク

12 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

または

6 x 100 Gbps QSFP
28ダウンリンク

12 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

24 x 40 Gbps QSFP
28ダウンリンク

6 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

または

12 x 100 Gbps QSFP
28ダウンリンク

6 x 40/100-Gbps
QSFP 28アップリン
ク

N9K-C93180LC-EX

3.1(1i)48 x 10/25 Gbps
ファイバダウンリ

ンク

4 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

48 x 10/25 Gbpsファ
イバダウンリンク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

48 x 10/25 Gbpsファ
イバダウンリンク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C93180YC-EX

N9K-C93180YC-FX
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サポー

トされ

ている

リリー

ス

最大ダウンリンク

(サーバのポート)
最大アップリンク

(ファブリックポー
ト)

デフォルトリンクスイッチモデル

3.1(1i)48 x 10/25 Gbps
ファイバダウンリ

ンク

4 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

2 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

デフォルトと同じ48 x 10GBASE Tダ
ウンリンク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C93108TC-EX

N9K-C93108TC-FX

3.2(1l)デフォルトと同じ18 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

18 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

30 x 40/100 Gbps
QSFP28ダウンリン
ク

6 x 40/100 Gbps
QSFP28アップリン
ク

N9K-C9336C-FX2

REST APIを使用したポートプロファイルの設定

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成または変更できるAPICファブリッ
ク管理者アカウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチが ACIファブリックに登録され、使用可能であること。

手順

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

ステップ 2 アップリンクからダウンリンクへ変換するポートプロファイルを作成するには、次のように、
XMLで postを送信します。
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例：

<!-- /api/node/mo/uni/infra/prtdirec.xml -->
<infraRsPortDirection tDn="topology/pod-1/paths-106/pathep-[eth1/52]" direc=“DownLink”
/>

IGMPスヌーピング

Cisco APICと IGMPスヌーピングについて
IGMPスヌーピングは、Internet Group Management Protocol（IGMP）ネットワークトラフィッ
クをリスニングするプロセスです。機能は、ホストとルータおよびフィルタマルチキャスト

リンク、する必要はありませんがどのポートが特定のマルチキャストトラフィックを受信を制

御するための間での IGMP対話リッスンするようにネットワークスイッチを使用できます。

Cisco APICは、N9000スタンドアロンなどの従来のスイッチに含まれるフル IGMPスヌーピン
グ機能のサポートを提供します。

•ポリシーベース IGMPスヌーピングごとの設定ブリッジドメイン

APICを使用することを有効にする、無効にすると、またはブリッジドメイン単位で IGMP
スヌーピングのプロパティをカスタマイズポリシーを設定することができます。1つまた
は複数のブリッジドメインへのポリシーを適用することができます。

•静的ポートグループの実装

IGMPスタティックポートのグループ化を使用すると、事前プロビジョニング、すでに静
的に -に割り当てられたポートを受信し、IGMPを処理するスイッチポートとしてアプリ
ケーション EPG、マルチキャストトラフィック。この事前のプロビジョニングには、通
常は IGMPスヌーピングスタックポートを動的に学習するときに参加遅延ができなくな
ります。

静的ポートでのみスタティックグループメンバーシップを事前にプロビジョニングされ

たできます (とも呼ばれる、 スタティックバインディングポート )アプリケーション
EPGに割り当てられます。

•アプリケーション Epgのアクセスグループの設定

「アクセス-グループ」ができるストリームを制御するために使用任意ポート背後に参加
します。

実際に所属するするポートの設定を適用できることを確認するには、アプリケーション

EPGに静的に割り当てられているインターフェイスでアクセスグループ設定を適用でき
る EPG。

ルートマップベースのアクセスグループのみが許可されます。
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使用することができます vzAny 、VRF内のすべての Epgの IGMPスヌーピングなどのプロト
コルをイネーブルにします。詳細については vzAny を参照してください VRFで通信ルール
を自動的にすべての Epgに適用する vzAnyを使用して 。

使用する vzAny に移動 テナント > テナント名 > ネットワーキング > Vrf > vrf名 >
VRFの EPGコレクション 。

（注）

ACIファブリックに IGMPスヌーピングを実装するには

ブリッジドメインで IGMPスヌーピングをディセーブルにしないことを推奨します。IGMPス
ヌーピングをディセーブルにすると、ブリッジドメインで不正なフラッディングが過度に発生

し、マルチキャストのパフォーマンスが低下する場合があります。

（注）

IGMPスヌーピングソフトウェアは、ブリッジドメイン内の IPマルチキャストトラフィック
を調べて、該当する受信側が常駐するポートを検出します。IGMPスヌーピングではポート情
報を利用することにより、マルチアクセスブリッジドメイン環境における帯域幅消費量を削減

し、ブリッジドメイン全体へのフラッディングを回避します。デフォルトでは、IGMPスヌー
ピングがブリッジドメインでイネーブルにされています。

この図は、ホストへの接続を持つ ACIリーフスイッチに含まれる IGMPルーティング機能と
IGMPスヌーピング機能を示しています。IGMPスヌーピング機能は、IGMPメンバーシップ
レポートをスヌーピングし、メッセージを残し、必要な場合にのみIGMPルータ機能に転送し
ます。
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図 24 : IGMPスヌーピング機能

IGMPスヌーピングは、IGMPv1、IGMPv2、および IGMPv3コントロールプレーンパケットの
処理に関与し、レイヤ 3コントロールプレーンパケットを代行受信して、レイヤ 2の転送処
理を操作します。

IGMPスヌーピングには、次の独自機能があります。

•宛先および送信元の IPアドレスに基づいたマルチキャストパケットの転送が可能な送信
元フィルタリング

• MACアドレスではなく、IPアドレスに基づいたマルチキャスト転送

• MACアドレスに基づいた代わりのマルチキャスト転送

ACIファブリックは、RFC 4541の2.1.1項「IGMP転送ルール」に記載されているガイドライン
に従って、プロキシレポーティングモードでのみ IGMPスヌーピングをサポートします。

IGMP

IP

IGMP
IP 0.0.0.0
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その結果、ACIファブリックは送信元 IPアドレス 0.0.0.0の IGMPレポートを送信します。

IGMPスヌーピングの詳細については、RFC 4541を参照してください。（注）

仮想化のサポート

IGMPスヌーピングに対して、複数の仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを定
義できます。

リーフスイッチでは、showコマンドにVRF引数を指定して実行すると、表示される情報のコ
ンテキストを確認できます。VRF引数を指定しない場合は、デフォルトVRFが使用されます。

REST APIを使用したブリッジドメインへの IGMPスヌーピングポリ
シーの設定と割り当て

手順

IGMPスヌーピングポリシーを設定してブリッジドメインに割り当てるには、次の例のように
XMLで POSTを送信します。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/.xml
<fvTenant name="mcast_tenant1">

<!-- Create an IGMP snooping template, and provide the options -->
<igmpSnoopPol name="igmp_snp_bd_21"

adminSt="enabled"
lastMbrIntvl="1"
queryIntvl="125"
rspIntvl="10"
startQueryCnt="2"
startQueryIntvl="31"
/>

<fvCtx name="ip_video"/>

<fvBD name="bd_21">
<fvRsCtx tnFvCtxName="ip_video"/>

<!-- Bind IGMP snooping to a BD -->
<fvRsIgmpsn tnIgmpSnoopPolName="igmp_snp_bd_21"/>

</fvBD></fvTenant>

この例では、次のプロパティで IGMPスヌーピングポリシー、igmp_snp_bd_12を作成および
設定し、IGNPポリシー、igmp_snp_bd_12をブリッジドメイン bd_21にバインドします。

•管理状態が有効です。

•最後のメンバクエリ間隔は、デフォルトでは、1秒です。
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•クエリ間隔は、デフォルトでは 125です。

•クエリの応答間隔はデフォルトでは 10秒です。

•クエリの開始カウントは、デフォルトでは 2メッセージです。

•クエリの開始間隔は 35秒です。

IGMPスヌーピングを REST APIを使用するマルチキャストグループの
アクセスを有効化

IGMPを有効にした後にスヌーピングおよび、EPGに静的に割り当てられているポートでマル
チキャストすることができますし、作成を許可または IGMPスヌーピングへのアクセスを拒否
するユーザのアクセスのグループを割り当てるおよびマルチキャストトラフィックは、これら

のポートで有効になっています。

手順

アクセスグループを定義する F23broker 、送信 XMLで postこのような次の例のよ。

例は、設定アクセスグループ F23broker tenant_A、Rmap_A、application_A、リーフ 102、
1/10、インターフェイス VLAN 202で、epg_Aに関連付けられている。Rmap_A、アクセスグ
ループとの関連付けによって F23broker マルチキャストアドレス 226.1.1.1/24で受信したマ
ルチキャストトラフィックへのアクセスがあり、マルチキャストアドレス 227.1.1.1/24で受信
したトラフィックへのアクセスは拒否されます。

例：

<!-- api/node/mo/uni/.xml --> <fvTenant name="tenant_A"> <pimRouteMapPol name="Rmap_A">
<pimRouteMapEntry action="permit" grp="226.1.1.1/24" order="10"/> <pimRouteMapEntry action="deny"
grp="227.1.1.1/24" order="20"/> </pimRouteMapPol> <fvAp name="application_A"> <fvAEPg
name="epg_A"> <fvRsPathAtt encap="vlan-202" instrImedcy="immediate" mode="regular"
tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/10]"> <!-- IGMP snooping access group case -->
<igmpSnoopAccessGroup name="F23broker"> <igmpRsSnoopAccessGroupFilterRMap
tnPimRouteMapPolName="Rmap_A"/> </igmpSnoopAccessGroup> </fvRsPathAtt> </fvAEPg> </fvAp>
</fvTenant>

REST APIを使用した静的ポートでの IGMPスヌーピングとマルチキャ
ストの有効化

EPGに静的に割り当てられているポートで、IGMPスヌーピングおよびマルチキャスト処理を
有効にできます。それらのポートで有効な IGMPスヌープおよびマルチキャストトラフィック
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へのアクセスを許可または拒否するアクセスユーザーのグループを作成および割り当てること

ができます。

手順

スタティックポートでアプリケーションEPGを設定するには、それらのポートを IGMPスヌー
ピングおよびマルチキャストトラフィックを受信し処理するように有効にして、グループをア

クセスに割り当てるかトラフィックへのアクセスを拒否するように割り当て、次の例のように

XMLで POSTを送信します。

次の例では、IGMPスヌーピングが VLAN 202上の leaf 102インターフェイス 1/10で有効に

なっています。マルチキャスト IPアドレス 224.1.1.1および 225.1.1. がこのポートに関連付

けられます。

例：

https://apic-ip-address/api/node/mo/uni/.xml
<fvTenant name="tenant_A">
<fvAp name="application">
<fvAEPg name="epg_A">
<fvRsPathAtt encap="vlan-202" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/10]">
<!-- IGMP snooping static group case -->
<igmpSnoopStaticGroup group="224.1.1.1" source="0.0.0.0"/>
<igmpSnoopStaticGroup group="225.1.1.1" source="2.2.2.2"/>

</fvRsPathAtt>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

プロキシ ARP

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

プロキシARPを有効にするには、EPG内エンドポイント分離を EPGで有効にする必要があり
ます。詳細については、次の図を参照してください。EPG内エンドポイント分離と Cisco ACI
の詳細については、「Cisco ACI仮想化ガイド」を参照してください。
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図 25 :プロキシ ARPおよび Cisco APIC

Cisco ACIファブリック内のプロキシ ARPは従来のプロキシ ARPとは異なります。通信プロ
セスの例として、プロキシ ARPが EPGで有効になっているとき、エンドポイント Aが ARP
要求をエンドポイント Bに送信し、エンドポイント Bがファブリック内で学習される場合、
エンドポイント Aはブリッジドメイン（BD）MACからプロキシ ARP応答を受信します。エ
ンドポイント Aが B、エンドポイントの ARP要求を送信し、エンドポイント Bはすでに ACI
ファブリック内で学習しない場合は、ファブリックはプロキシ ARPの BD内で要求を送信し
ます。エンドポイント Bは、ファブリックに戻る要求、このプロキシ ARPに応答します。こ
の時点では、ファブリックはプロキシ ARPエンドポイント Aへの応答を送信しませんが、エ
ンドポイント Bは、ファブリック内で学習します。エンドポイント Aは、エンドポイント B
に別の ARP要求を送信する場合、ファブリックはプロキシ ARP応答から送信 BD macです。

次の例ではプロキシ ARP解像度がクライアント VM1と VM2間の通信の手順します。

1. VM2通信を VM1が必要です。
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図 26 : VM2通信を VM1が必要です。

表 13 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = * MAC = *VM1

IP = * MAC = *ACIファブリック

IP = * MAC = *VM2

2. VM1は、ブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します。
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図 27 : VM1はブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します

表 14 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MACACIファブリック

IP = * MAC = *VM2

3. ACIファブリックは、ブリッジドメイン（BD）内のプロキシ ARP要求をフラッディング
します。
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図 28 : ACIファブリックは BD内のプロキシ ARP要求をフラッディングします

表 15 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MACACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

4. VM2は、ARP応答を ACIファブリックに送信します。
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図 29 : VM2は ARP応答を ACIファブリックに送信します

表 16 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MACACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

5. VM2が学習されます。

図 30 : VM2が学習されます
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表 17 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP; MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC
ACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

6. VM1は、ブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します。

図 31 : VM1はブロードキャストMACアドレスとともに ARP要求を VM2に送信します

表 18 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP MAC = ?VM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC
ACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

7. ACIファブリックは、プロキシ ARP VM1への応答を送信します。
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図 32 : ACIファブリック VM1にプロキシ ARP応答を送信します。

表 19 : ARP表の説明

状態デバイス

IP = VM2 IP;MAC = BD MACVM1

IP = VM1 IP; MAC = VM1 MAC

IP = VM2 IP; MAC = VM2 MAC
ACIファブリック

IP = VM1 IP; MAC = BD MACVM2

注意事項と制約事項

プロキシ ARPを使用すると、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。

•プロキシ ARPは、隔離 Epgでのみサポートされます。EPGが隔離ではない場合、障害が
発生します。プロキシ ARPが有効になっていると隔離 Epg内で発生する通信では、uSeg
Epgを設定する必要があります。たとえば、隔離の EPG内で別の IPアドレスを持つ複数
の Vmがある可能性があり、これらの Vmの IP address range(IPアドレス範囲、IPアドレ
スの範囲)に一致する IPの属性を持つ uSeg EPGを設定することができます。

•隔離されたエンドポイントを通常のエンドポイントと、定期的なエンドポイントを隔離の
エンドポイントからの ARP要求には、プロキシ ARPは使用しないでください。このよう
な場合は、エンドポイントは、接続先の Vmの実際のMACアドレスを使用して通信しま
す。
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プロキシ ARP REST APIを使用しての設定

始める前に

•プロキシARPが有効にするのにがEPGで内通EPGの分離を有効にする必要があります。

手順

プロキシ ARPを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="Tenant1" status="">
<fvCtx name="EngNet"/>
<!-- bridge domain -->
<fvBD name="BD1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="EngNet" />
<fvSubnet ip="1.1.1.1/24"/>

</fvBD>
<fvAp name="Tenant1_app">

<fvAEPg name="Tenant1_epg" pcEnfPref-"enforced" fwdCtrl="proxy-arp">
<fvRsBd tnFvBDName="BD1" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-dom9"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

カプセル化のフラッディング

カプセル化によるすべてのプロトコルおよびプロキシARPのカプセル
化のフラッディングを設定する

ACIではレイヤ 2ブロードキャストの境界としてブリッジドメイン (BD)を使用して、各 BD
で複数のエンドポイントグループ (EPG)を含めることができます。希望の EPGに VLANのカ
プセル化をバインドし、ユーザトラフィックを伝送できます。一部の設計のシナリオで、EPG
が同じ BDにある場合、別のユーザ VLAN (EPG)でフラッディングをクロスできます。

トンネルモードで複数の VLANを使用すると、いくつかの課題を導入できます。次の図に示
すように、1つのトンネル ACIを使用した一般的な導入では、1つの BDに複数の EPGがあり
ます。場合により特定のトラフィックは、BD内 (そのためすべてのEPGで)フラッディングさ
れ、転送エラーを引き起こす可能性のあるMAC学習があいまいになるリスクがあります。
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図 33 : VLANトンネルモードの ACIの課題

このトポロジで、ファブリックには、1つのアップリンクを使用してACIリーフノードに接続
すると定義される、単一のトンネルネットワークがあります。このリンクでは、2人のユーザ
のVLAN、VLAN 10とVLAN 11が行われます。BDドメインは、サーバのゲートウェイがACI
クラウドの外にあるためフラッディングモードで設定されます。次のプロセスで ARP交渉が
発生します。

•サーバは、VLAN 10ネットワーク経由で1つのARPブロードキャスト要求を送信します。

• ARPパケットは、外部のサーバに向かってトンネルネットワークを通過し、そのダウン
リンクから学習した送信元MACアドレスを記録します。

•サーバはそのアップリンク ACIリーフスイッチにパケットを転送します。

• ACIファブリックによりARPブロードキャストパケットがVLAN 10にアクセスし、EPG1
にマッピングすることを確認します。

• BDがARPパケットをフラッディングするよう設定されているため、パケットは BD内で
フラッディングします、同じ BDにあるため両方の EPGにあるポートにもフラッディン
グします。

•同じ ARPブロードキャストパケットは、同じアップリンクで復帰します。

•外部サーバは、このアップリンクから元の送信元MACアドレスを確認できます。

結果：外部デバイスは、単一MAC転送表内のダウンリンクポートおよびアップリンクポー
トの両方から同じMACデバイスを入手し、トラフィックの中断の原因となります。
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推奨される解決策

[Flood in Encapsulation]オプションは 1つのカプセル化内部で、トラフィックのフラッディング
を制限するために使用されます。2つの EPGが同じBDを共有し、[Flood in Encapsulation]が有
効になっている時、EPGフラッディングトラフィックは他の EPGに到達しません。

Cisco APICリリース 3.1 (1)より、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ（EXおよび FX、それ以
降で終わる名前を持つ）では、すべてのプロトコルがカプセル化フラッディングされます。

VLAN内部トラフィックに [Flood in Encapsulation]を有効にすると、プロキシ ARPでMACフ
ラップの問題が発生しておらず、カプセル化に対してすべてのフラッディング (ARP、GARP、
BUNM)を制限します。これが有効になっていると、ブリッジドメインの下のすべてのEPGに
適用されます。

Cisco APICリリース 3.1 (1)より前のリリースでは、これらの機能はサポートされていません
（カプセル内でフラッディングするとき、含まれるプロキシ ARPおよびすべてのプロトコ
ル）。以前の Cisco APICリリースまたは以前の世代のスイッチ (名前に EXまたは FXが付い
ていない)で、[Flood in Encapsulation]を有効にしても機能せず、情報障害は生成されません
が、 APICで 1ずつ健全性スコアが減少します。

（注）

推奨される解決策は、外部スイッチを追加して 1つの BD下で複数の EPGをサポートするこ
とです。外部のスイッチがある 1つのブリッジドメイン下で複数の EPGを持つこの設計は、
次の図に示されています。

Cisco APIC REST API設定ガイド
322

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

カプセル化によるすべてのプロトコルおよびプロキシ ARPのカプセル化のフラッディングを設定する



図 34 :外部のスイッチがある 1つのブリッジドメイン下で複数の EPGを持つ設計

同じ BD内では、一部の EPGはサービスノードとなり、他の EPGでは設定されているカプセ
ル化でフラッディングすることができます。ロードバランサは、別のEPG上にあります。ロー
ドバランサは EPGからパケットを受信し、その他の EPGに送信します（プロキシ ARPはな
く、カプセル内のフラッディングは発生しません）。

NX-OSスタイル CLIを使用して選択した EPGのみに対してカプセル化でフラッディングを追
加する場合は、EPG下で flood-on-encapsulation enableコマンドを入力します。

すべての EPGに対してカプセル化でフラッディングを追加する場合、ブリッジドメイン下で
multi-destination encap-flood CLIコマンドを使用できます。

CLIを使用して、EPGに設定されるカプセルのフラッドが、ブリッジドメインに設定されてい
るカプセルのフラッディングより優先されるようにします。

BDと EPGの両方を設定すると、動作は次に説明したようになります。
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表 20 : BDと EPGの両方が設定されているときの動作

動作設定

カプセルのフラッディングは、ブリッジドメ

イン内のすべての VLANのトラフィックに行
われます。

EPGでのカプセルのフラッディングとブリッ
ジドメインでのカプセルのフラッディング

カプセルのフラッディングは、ブリッジドメ

イン内のすべての VLANのトラフィックに行
われます。

EPGでのカプセルのフラッディングが発生せ
ずブリッジドメインでのカプセルのフラッディ

ングが発生する

カプセルのフラッディングは、ブリッジドメ

インのEPG内のすべてのVLANのトラフィッ
クに行われます。

EPGでのカプセルのフラッディングが発生し
ブリッジドメインでのカプセルのフラッディ

ングが発生しない

ブリッジドメイン全体でフラッディングしま

す。

EPGでのカプセルのフラッディングが発生せ
ずブリッジドメインでのカプセルのフラッディ

ングも発生しない

マルチ宛先プロトコルトラフィック

EPG/BDレベルのブロードキャストセグメンテーションは、次のネットワーク制御プロトコル
にサポートされています。

• OSPF

• EIGRP

• CDP

• LACP

• LLDP

• IS-IS

• BGP

• IGMP

• PIM

• STP BPDU（EPG内フラッディング）

• ARP/GARP（ARPプロキシによって制御）

• ND

制限事項

すべてのプロトコルのカプセル化でフラッディングを使用するために制限があります。

•カプセルのフラッディングは、ARPユニキャストモードでは機能しません。
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•ネイバー要請（NS/ND）は、このリリースではサポートされていません。

•カプセルのフラッディングでポートごとに CoPPを有効にする必要があります。

•カプセルのフラッディングは、フラッディングモードの BDおよびフラッディングモー
ドの ARPでのみサポートされます。BDスパインプロキシモードはサポートされていま
せん。

• Ipv4 L3マルチキャストはサポートされていません。

• IPv6はサポートされていません。

•別の VLANへの VMの移行は、時間的な問題（60秒）があります。

•ゲートウェイとして動作するロードバランサはサポートされており、たとえば、非プロキ
シモードの VMとロードバランサ間の 1対 1の通信などです。レイヤ 3通信はサポート
されません。VMとロードバランサ間のトラフィックは、レイヤ 2です。ただし、内部
EPG通信がロードバランサを通過する場合、ロードバランサが SIPおよび SMPCを変更
します。さもなければ、MACフラップが発生する可能性があります。したがって、ダイ
ナミックソースルーティング（DSR）モードは、ロードバランサでサポートされていま
せん。

•ゲートウェイしてファイアウォールを経由したVM間の通信のセットアップは、VM IPア
ドレスがファイアウォール IPアドレスではなくゲートウェイ IPアドレスを変更する場
合、ファイアウォールがバイパスされる可能性があるため推奨されません。

•以前のリリースではサポートされていません（以前と現在のリリース間の相互運用もサ
ポートされていません）。

• VXLANカプセル化では、プロキシARPおよび機能のカプセルのフラッディングはサポー
トされていません。

•アプリケーションリーフエンジン（ALE）とアプリケーションスパインエンジン（ASE）
で混合モードのトポロジは推奨されておらず、カプセル化でフラッディングではサポート

されていません。同時に有効にすると、QoSの優先順位が適用されるのを防ぐことができ
ます。

•カプセルのフラッディングはリモートリーフスイッチと Cisco ACIマルチサイトではサ
ポートされていません。

•カプセルのフラッディングは、一般的な拡散型ゲートウェイ（CPGW）ではサポートされ
ていません。

REST APIを使用したカプセル化のフラッディングの設定
REST APIを使用してカプセル化をフラッドを設定します。
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手順

フラッド攻撃からのカプセル化を有効にします。

フラッド攻撃からのカプセル化を有効にするには、次のようには、XMLでpostを送信します。

例：

<fvAEPg prio="unspecified" prefgrmemb="exclude" pcenfpref="unenforced" namealias="" name="epg900"
matcht="AtleastOne" isattrbasedepg="no" fwdctrl="" floodonencap="enabled"
dn="uni/tn-coke/ap-customer/epg-epg900" descr=""></fvAEPg>

</fvAEPg>

MACsec

MACsecについて
MACsecは、IEEE 802.1AE規格ベースのレイヤ 2ホップバイホップ暗号化であり、これによ
り、メディアアクセス非依存プロトコルに対してデータの機密性と完全性を確保できます。

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

802.1 ae MKAと暗号化はリンク、つまり、リンク (ネットワークアクセスデバイスと、PCか
IP電話機などのエンドポイントデバイス間のリンク)が直面しているホストのすべてのタイプ
でサポートされますかにリンクが接続されている他のスイッチまたはルータ。

MACsecは、イーサネットパケットの送信元および宛先MACアドレスを除くすべてのデータ
を暗号化します。ユーザは、送信元と宛先のMACアドレスの後に最大 50バイトの暗号化を
スキップするオプションもあります。

WANまたはメトロイーサネット上にMACsecサービスを提供するために、サービスプロバイ
ダーは、Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）および L2TPv3などのさまざま
なトランスポートレイヤプロトコルを使用して、E-Lineや E-LANなどのレイヤ 2透過サービ
スを提供しています。

EAP-over-LAN（EAPOL）プロトコルデータユニット（PDU）のパケット本体は、MACsec Key
Agreement PDU（MKPDU）と呼ばれます。3回のハートビート後（各ハートビートは 2秒）に
参加者からMKPDUを受信しなかった場合、ピアはライブピアリストから削除されます。た
とえば、クライアントが接続を解除した場合、スイッチ上の参加者はクライアントから最後の

MKPDUを受信した後、3回のハートビートが経過するまでMKAの動作を継続します。
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APICファブリックMACsec

APICはまたは責任を負うMACsecキーチェーンディストリビューションのポッド内のすべて
のノードに特定のポートのノードになります。サポートされているMACsecキーチェーンし、
apic内でサポートされているMACsecポリシーディストリビューションのとおりです。

•単一ユーザ提供キーチェーンと 1ポッドあたりポリシー

•ユーザが提供されるキーチェーンとファブリックインターフェイスごとのユーザが提供さ
れるポリシー

•自動生成されたキーチェーンおよび 1ポッドあたりのユーザが提供されるポリシー

ノードは、複数のポリシーは、複数のファブリックリンクの導入を持つことができます。これ

が発生すると、ファブリックインターフェイスごとキーチェーンおよびポリシーが優先して指

定の影響を受けるインターフェイス。自動生成されたキーチェーンと関連付けられている

MACsecポリシーでは、最も優先度から提供されます。

APIC MACsecでは、2つのセキュリティモードをサポートしています。MACsecセキュリティ
で保護する必要があります 中に、リンクの暗号化されたトラフィックのみを許可する セキュ

リティで保護する必要があります により、両方のクリアし、リンク上のトラフィックを暗号

化します。MACsecを展開する前に セキュリティで保護する必要があります モードでのキー
チェーンは影響を受けるリンクで展開する必要がありますまたはリンクがダウンします。たと

えば、ポートをオンにできますでMACsec セキュリティで保護する必要があります モードが
ピアがしているリンクでのキーチェーンを受信する前にします。MACsecを導入することが推
奨されて、この問題に対処する セキュリティで保護する必要があります モードとリンクの 1
回すべてにセキュリティモードを変更 セキュリティで保護する必要があります 。

MACsecインターフェイスの設定変更は、パケットのドロップになります。（注）

MACsecポリシー定義のキーチェーンの定義に固有の設定と機能の機能に関連する設定で構成
されています。キーチェーン定義と機能の機能の定義は、別のポリシーに配置されます。

MACsec 1ポッドあたりまたはインターフェイスごとの有効化には、キーチェーンポリシーお
よびMACsec機能のポリシーを組み合わせることが含まれます。

内部を使用して生成キーチェーンは、ユーザのキーチェーンを指定する必要はありません。（注）

APICアクセスMACsec

MACsecはリーフスイッチ L3outインターフェイスと外部のデバイス間のリンクを保護するた
めに使用します。APIC GUIおよび CLIのユーザを許可するで、MACsecキーとファブリック
L3Outインターフェイスの設定をMacSecをプログラムを提供する物理/pc/vpcインターフェイ
スごと。ピアの外部デバイスが正しいMacSec情報を使用してプログラムすることを確認する
には、ユーザの責任です。
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MACSecの注意事項と制約事項
次の注意事項と制約事項に従ってMACSecを設定します。

• FexポートはMACsecではサポートされていません。

•ポッドレベルでは、必須セキュアモードはサポートされていません。

•「デフォルト」名のMACsecポリシーはサポートされていません。

•自動キー生成はファブリックポートのポッドレベルでのみサポートされます。

• MACSECはリモートリーフではサポートされていません。

•そのノードのファブリックポートが [必須セキュア]モードのMACsecで実行されている
場合、ノードの再起動をクリアしないでください。

• MACsecを実行しているポッド内のノードのポッドまたはステートレス再起動に新しい
ノードを追加することで、ノードがポッドに参加するために [必須セキュア]モードを
[should-secure]モードに変更する必要があります。

•ファブリッのリンクが [should-secure]モードの場合、アップグレー/ダウングレードのみ
を開始する必要があります。アップグレード/ダウングレードが完了すると、次にモード
を [必須セキュア]に変更できます。[必須セキュア]モードでのアップグレード/ダウング
レードは、ノードからファブリックへの接続が失われます。接続の遮断から回復するに

は、APICに表示されるノードのファブリックリンクを [should-secure]モードに設定する
必要があります。ファブリックがMACsecをサポートしていないバージョンにダウング
レードされた場合、ファブリック外のノードがクリーンリブートされる必要があります。

• PC/VPCインターフェイスでは、PC/VPCインターフェイスごとのポリシーグループによっ
てMACsecを展開できます。ポートセレクタは、特定のポートのセットにポリシーを展
開するために使用されます。したがって、L3Outインターフェイスに対応する正しいポー
トセレクタを作成することはユーザの責任です。

•設定がエクスポートされる前に、MACsecポリシーを [should-secure]モードに設定するこ
とをお勧めします。

•スパイン上のすべてのリンクは、ファブリックリンクと見なされます。ただし、スパイン
リンクの IPN接続を使用するとアクセスリンクとして次のリンクが処理されます。これ
は、MACsecアクセスポリシーを次のリンクのMACsecを導入するために使用する必要が
あることを意味します。

• MACSECセッションは、フォームに分をかかるまたは空のキーチェーンに新しいキーが
追加されるか、アクティブキーがキーチェーンから削除切断する可能性があります。

must-secureモードの展開

不正な導入手順に設定されているポリシーの 必須 secure モードが接続の消失で発生すること
ができます。そのような問題を避けるため次の手順に従う必要があります。
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• MACsec [必須セキュア]モードを有効にする前に、各リンクペアがそれぞれのキーチェー
ンを持っていることを確認する必要があります。これを確認するために推奨されること

は、[should-secure]モードでポリシーを展開し、MACsecセッションが予想されるリンク
上でアクティブになったら、モードを [必須セキュア]に変更することです。

• [必須セキュア]に設定されているMACsecポリシーでキーチェーンの交換を試行すると、
リンクがダウンする原因となる可能性があります。この場合、以下の推奨手順に従う必要

があります。

•新しいキーチェーンを使用しているMACsecポリシーを [should-secure]モードに変更
します。

•影響を受けるインターフェイスが [should-secure]モードを使用しているか確認します。

•新しいキーチェーンを使用するようにMACsecポリシーを更新します。

•アクティブなMACsecセッションと関連するインターフェイスが新しいキーチェーン
を使用していることを確認します。

• MACsecポリシーを [必須セキュア]モードに変更します。

• [必須セキュア]モードに展開されているMACsecポリシーを無効/削除するには、次の手順
に従う必要があります。

• MACsecポリシーを [should-secure]に変更します。

•影響を受けるインターフェイスが [should-secure]モードを使用しているか確認しま
す。

• MACsecポリシーを無効/削除します。

キーチェーンの定義

•開始時刻が [現在]のキーチェーンに 1個のキーが存在します。must-secureがすぐにアク
ティブになるキーを持たないキーチェーンで展開される場合、キーが現在時刻になり

MACsecセッションが開始されるまでトラフィックはリンク上でブロックされます。
should-secureモードが使用されている場合、キーが現在になり、MACsecセッションが開
始されるまでトラフィックが暗号化されます。

•終了時刻が infiniteのキーチェーンに 1個のキーが存在する必要があります。キーチェー
ンの期限が切れると、must-secureモードに設定されている影響を受けるインターフェイ
スでトラフィックがブロックされます。設定されたインターフェイス はセキュア モード

暗号化されていないトラフィック送信します。

•終了時刻のオーバーラップし、キーの間に移行すると、MACsecセッションを順番に使用
されるキーの開始時刻が残っています。
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REST APIを使用したMACsecの設定
MACsecファブリックポリシーをファブリックのすべてのポッドに適用します。

例：

<fabricInst>
<macsecFabPolCont>

<macsecFabParamPol name="fabricParam1" secPolicy="should-secure"
replayWindow="120" >

</macsecFabParamPol>
<macsecKeyChainPol name="fabricKC1">

<macsecKeyPol name="Key1"
preSharedKey="0102030405060708090A0B0C0D0E0F100102030405060708090A0B0C0D0E0F10"
keyName="A1A2A3A0" startTime="now" endTime="infinite"/>

</macsecKeyChainPol>
</macsecFabPolCont>

<macsecFabIfPol name="fabricPodPol1" useAutoKeys="0">
<macsecRsToParamPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/fabparamp-fabricParam1"/>
<macsecRsToKeyChainPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/keychainp-fabricKC1"/>

</macsecFabIfPol>

<fabricFuncP>
<fabricPodPGrp name = "PodPG1">
<fabricRsMacsecPol tnMacsecFabIfPolName="fabricPodPol1"/>
</fabricPodPGrp>

</fabricFuncP>

<fabricPodP name="PodP1">
<fabricPodS name="pod1" type="ALL">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-PodPG1"/>
</fabricPodS>

</fabricPodP>

</fabricInst>

リーフ 101の eth1/4上でMACsecアクセスポリシーを適用します。

例：

<infraInfra>
<macsecPolCont>

<macsecParamPol name="accessParam1" secPolicy="should-secure" replayWindow="120"
>

</macsecParamPol>
<macsecKeyChainPol name="accessKC1">

<macsecKeyPol name="Key1"
preSharedKey="0102030405060708090A0B0C0D0E0F100102030405060708090A0B0C0D0E0F10"
keyName="A1A2A3A0" startTime="now" endTime="infinite"/>

</macsecKeyChainPol>
</macsecPolCont>

<macsecIfPol name="accessPol1">
<macsecRsToParamPol tDn="uni/infra/macsecpcont/paramp-accessParam1"/>
<macsecRsToKeyChainPol tDn="uni/infra/macsecpcont/keychainp-accessKC1"/>

</macsecIfPol>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name = "LeTestPGrp">
<infraRsMacsecIfPol tnMacsecIfPolName="accessPol1"/>
</infraAccPortGrp>

</infraFuncP>
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<infraHPathS name="leaf">
<infraRsHPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/4]" />
<infraRsPathToAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-LeTestPGrp" />
</infraHPathS>

</infraInfra>

リーフ 101の Eth1/49およびスパイン 102の eth 5/1上でMACsecファブリックポリシーを適
用します。

<fabricInst>
<macsecFabPolCont>

<macsecFabParamPol name="fabricParam1" secPolicy="should-secure"
replayWindow="120" >

</macsecFabParamPol>
<macsecKeyChainPol name="fabricKC1">

<macsecKeyPol name="Key1"
preSharedKey="0102030405060708090A0B0C0D0E0F100102030405060708090A0B0C0D0E0F10"
keyName="A1A2A3A0" startTime="now" endTime="infinite"/>

</macsecKeyChainPol>
</macsecFabPolCont>

<macsecFabIfPol name="fabricPol1" useAutoKeys="0">
<macsecRsToParamPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/fabparamp-fabricParam1"/>
<macsecRsToKeyChainPol tDn="uni/fabric/macsecpcontfab/keychainp-fabricKC1"/>

</macsecFabIfPol>

<fabricFuncP>
<fabricLePortPGrp name = "LeTestPGrp">
<fabricRsMacsecFabIfPol tnMacsecFabIfPolName="fabricPol1"/>
</fabricLePortPGrp>

<fabricSpPortPGrp name = "SpTestPGrp">
<fabricRsMacsecFabIfPol tnMacsecFabIfPolName="fabricPol1"/>
</fabricSpPortPGrp>

</fabricFuncP>

<fabricLFPathS name="leaf">
<fabricRsLFPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/49]" />
<fabricRsPathToLePortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/leportgrp-LeTestPGrp" />
</fabricLFPathS>

<fabricSpPortP name="spine_profile">
<fabricSFPortS name="spineIf" type="range">
<fabricPortBlk name="spBlk" fromCard="5" fromPort="1" toCard="5" toPort="1" />
<fabricRsSpPortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/spportgrp-SpTestPGrp" />
</fabricSFPortS>
</fabricSpPortP>

<fabricSpineP name="SpNode" >
<fabricRsSpPortP tDn="uni/fabric/spportp-spine_profile" />
<fabricSpineS name="spsw" type="range">
<fabricNodeBlk name="node102" to_="102" from_="102" />
</fabricSpineS>
</fabricSpineP>
</fabricInst>
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第 14 章

レイヤ3アウトサイド接続のプロビジョニ
ング

•レイヤ 3 Outside接続（333ページ）
•レイヤ 3ルーティングとサブインターフェイスポートチャネル（341ページ）
• Cisco ACI GOLF（346ページ）
•マルチポッド（356ページ）
•エニーキャストサービス（361ページ）
•リモートリーフスイッチ（365ページ）
• HSRP（373ページ）
• IP Multicast：IPマルチキャスト（378ページ）
•拡散型ゲートウェイ（383ページ）
•明示プレフィックスリスト（385ページ）
• IPアドレスエージングトラッキング（390ページ）
•ルート集約（391ページ）
•ルート制御（395ページ）
•レイヤ 3～レイヤ 3アウト VRF間リーク（396ページ）
•概要（398ページ）
• REST APIを使用した外部ルートの内部リークの設定（398ページ）
• SVI外部カプセル化の範囲（399ページ）
• SVI自動状態（403ページ）
•ルーティングプロトコル（404ページ）
•ネイバー探索（425ページ）

レイヤ 3 Outside接続

テナントのレイヤ 3 Outsideネットワーク接続の設定の概要
このトピックでは、Cisco APIC使用時にテナントネットワークに対してレイヤ 3 Outsideを設
定する方法の典型的な例を示します。
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Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。したがって、外部ルータへ
のレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介したmultipod接続を設
定する場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入
れています（結果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOSで
9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケット
ヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイトにな
ります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く推奨します。たとえば、Cisco
NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などの

コマンドを使用します。

（注）

REST APIを使用したテナントネットワークのレイヤ 3 Outsideの設定
例で設定されている外部ルーテッドネットワークは、IPv4および Ipv6の両方をサポートする
ように拡張可能です。IPv4と IPv6両方のルートを外部ルーテッドネットワークにアドバタイ
ズし、外部ルーテッドネットワークから学習することができます。テナントネットワークの

L3Outを設定するには、例のように XMLで postを送信します。

この例は、わかりやすくするための手順に分割されます。マージされた例については、REST
APIの例：L3Out（338ページ）を参照してください。

始める前に

•ノード、ポート、AEP、機能プロファイル、レイヤ 3ドメインを設定します。

•外部ルーテッドドメインを作成し、L3Outのインターフェイスに関連付けます。

•ファブリック内でルートを伝播させるために、BGPルートリフレクタポリシーを設定し
ます。

これらの前提条件の XMLの例については、REST APIの例: L3Outの前提条件（337ページ）
を参照してください。

手順

ステップ 1 テナント、VRF、ブリッジドメインを設定します。

この例ではVRF v1を持つテナント t1およびブリッジドメイン bd1を設定します。テナント、

VRF、および BDはまだ展開されていません。

例：
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<fvTenant name="t1">
<fvCtx name="v1"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="v1"/>
<fvSubnet ip="44.44.44.1/24" scope="public"/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="l3out1"/>

</fvBD>/>
</fvTenant>

ステップ 2 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を設定します。

この例では、アプリケーションプロファイル app1（ノード 101上）、EPG epg1を設定し、コ

ンシューマとして bd1を持つ EPGとコントラクト httpCtrctを関連付けます。

例：

<fvAp name="app1">
<fvAEPg name="epg1">

<fvRsDomAtt instrImedcy="immediate" tDn="uni/phys-dom1"/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsPathAtt encap="vlan-2011" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

ステップ 3 ノードおよびインターフェイスを設定します。

この例では、ノードプロファイル、nodep1、ルータ ID 11.11.11.103を持つノード 103（境界
リーフスイッチ）上で、VRF v1を設定します。.また、IPアドレス 12.12.12.1/24およびレイ

ヤ 3ドメイン dom1で、ルーテッドインターフェイス（レイヤ 3ポート）としてインターフェ
イス eth1/3を設定します。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="v1"/>
<l3extLNodeP name="nodep1">

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="11.11.11.103" tDn="topology/pod-1/node-103"/>
<l3extLIfP name="ifp1"/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="12.12.12.3/24" ifInstT="l3-port"

tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth1/3]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-dom1"/>

</l3extOut>

ステップ 4 ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、IPアドレス、15.15.15.2、ASN 100を持つ BGPピアで、プライマリルーティン
グプロトコルとして BGPを設定します。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<l3extLNodeP name="nodep1">

<bgpPeerP addr="15.15.15.2">
<bgpAsP asn="100"/>

</bgpPeerP>
</l3extLNodeP>
<bgpExtP/>

</l3extOut>
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ステップ 5 接続ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、定期的なエリア ID 0.0.0.0でに対して通信プロトコルとして OSPFを設定しま
す。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<ospfExtP areaId="0.0.0.0" areaType="regular"/>
<l3extLNodeP name="nodep1">

<l3extLIfP name="ifp1">
<ospfIfP/>

<l3extIfP>
<l3extLNodeP>

</l3extOut>

ステップ 6 外部 EPGを設定します。

この例では、外部ネットワーク extnw1としてネットワーク 20.20.20.0/24を設定します。プロ

バイダとして、extnw1とルート制御プロファイル rp1およびコントラクト httpCtrctを関連付

けます。

例：

<l3extOut name="l3out1">
<l3extInstP name="extnw1">

<l3extSubnet ip="20.20.20.0/24" scope="import-security"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</l3extInstP>
</l3extOut>

ステップ 7 オプション。ルートマップを設定します。

この例では、アウトバウンド方向に BGPピアのルートマップを設定します。ルートマップが
ルートの宛先に一致するのに適用される 200.3.2.0/24 。また、正常な一致で (ルートには、
この範囲が一致する)ルート ASパスアトリビュートが更新され、 200 および 100 。

例：

<fvTenant name="t1">
<rtctrlSubjP name="match-rule1">

<rtctrlMatchRtDest ip="200.3.2.0/24"/>
</rtctrlSubjP>
<l3extOut name="l3out1">

<rtctrlProfile name="rp1">
<rtctrlCtxP name="ctxp1" action="permit" order="0">

<rtctrlScope>
<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="attrp1"/>

</rtctrlScope>
<rtctrlRsCtxPToSubjP tnRtctrlSubjPName="match-rule1"/>

</rtctrlCtxP>
</rtctrlProfile>
<l3extInstP name="extnw1">

<l3extSubnet ip="20.20.20.0/24" scope="import-security"/>
<l3extRsInstPToProfile direction='export' tnRtctrlProfileName="rp1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</l3extInstP>
</l3extOut>

</fvTenant>

ステップ 8 この例では、フィルタおよびコントラクトを作成し、EPGの通信を可能にします。外部 EPG
およびアプリケーション EPGは、プロバイダおよびコンシューマとして個別にコントラクト
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httpCtrctにすでに関連付けられています。コントラクトの範囲（適用される範囲）はアプリ

ケーション、テナント、VRF内か、グローバルを選択できます（ファブリック全体）。この例
では、範囲は VRF（context）です。

例：

<vzFilter name="http-filter">
<vzEntry name="http-e" etherT="ip" prot="tcp"/>

</vzFilter>
<vzBrCP name="httpCtrct" scope="context">

<vzSubj name="subj1">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http-filter"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

REST APIの例: L3Outの前提条件
この例では、ノード、ポート、AEP、レイヤ 3ドメインを設定します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

<infraInfra>
<!-- Node profile -->
<infraNodeP name="nodeP1">

<infraLeafS name="leafS1" type="range">
<infraNodeBlk name="NodeBlk1" from_="101" to_="103" />

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-PortP1" />

</infraNodeP>
<!-- Port profile -->
<infraAccPortP name="PortP1">

<!-- 12 regular ports -->
<infraHPortS name="PortS1" type="range">

<infraPortBlk name="portBlk1" fromCard="1" toCard="1" fromPort="3"
toPort="32"/>

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

</infraAccPortP>
<!-- Functional profile -->
<infraFuncP>

<!-- Regular port group -->
<infraAccPortGrp name="default">

<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-aeP1" />
</infraAccPortGrp>

</infraFuncP>
<infraAttEntityP name="aeP1">

<infraRsDomP tDn="uni/phys-dom1"/>
<infraRsDomP tDn="uni/l3dom-dom1/>

</infraAttEntityP>
<fvnsVlanInstP name="vlan-1024-2048" allocMode="static">

<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-1024" to="vlan-2048" status="created"/>

</fvnsVlanInstP>
</infraInfra>
<physDomP dn="uni/phys-dom1" name="dom1">

<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlan-1024-2048]-static"/>
</physDomP>
<l3extDomP name="dom1">
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<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-[vlan-1024-2048]-static" />
</l3extDomP>

</polUni>

次の例では、必要な BGPルートリフレクタを設定します。
<!-- Spine switches 104 and 105 are configured as route reflectors -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

<bgpInstPol name="default">
<bgpAsP asn="100"/>
<bgpRRP>

<bgpRRNodePEp id="104"/>
<bgpRRNodePEp id="105"/>

</bgpRRP>
</bgpInstPol>
<fabricFuncP>

<fabricPodPGrp name="bgpRRPodGrp1">
<fabricRsPodPGrpBGPRRP tnBgpInstPolName="default"/>

</fabricPodPGrp>
</fabricFuncP>
<fabricPodP name="default">

<fabricPodS name="default" type="ALL">
<fabricRsPodPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/podpgrp-bgpRRPodGrp1"/>

</fabricPodS>
</fabricPodP>

</polUni>

REST APIの例：L3Out
次の例は、REST APIを使用した L3Outを設定する手順のマージバージョンです。
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

<fvTenant name="t1">
<fvCtx name="v1"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="v1"/>
<fvSubnet ip="44.44.44.1/24" scope="public"/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="l3out1"/>

</fvBD>
<fvAp name="app1">

<fvAEPg name="epg1">
<fvRsDomAtt instrImedcy="immediate" tDn="uni/phys-dom1"/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd1" />
<fvRsPathAtt encap="vlan-2011" instrImedcy="immediate" mode="regular"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</fvAEPg>
</fvAp>
<l3extOut name="l3out1">

<l3extRsEctx tnFvCtxName="v1"/>
<l3extLNodeP name="nodep1">

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="11.11.11.103" tDn="topology/pod-1/node-103"/>

<l3extLIfP name="ifp1">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="12.12.12.3/24" ifInstT="l3-port"

tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth1/3]"/>
</l3extLIfP>
<bgpPeerP addr="15.15.15.2">

<bgpAsP asn="100"/>
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</bgpPeerP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-dom1"/>
<bgpExtP/>
<ospfExtP areaId="0.0.0.0" areaType="regular"/>
<l3extInstP name="extnw1" >

<l3extSubnet ip="20.20.20.0/24" scope="import-security"/>
<l3extRsInstPToProfile direction="export" tnRtctrlProfileName="rp1"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="httpCtrct"/>

</l3extInstP>
<rtctrlProfile name="rp1">

<rtctrlCtxP name="ctxp1" action="permit" order="0">
<rtctrlScope>

<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="attrp1"/>
</rtctrlScope>
<rtctrlRsCtxPToSubjP tnRtctrlSubjPName="match-rule1"/>

</rtctrlCtxP>
</rtctrlProfile>

</l3extOut>
<rtctrlSubjP name="match-rule1">

<rtctrlMatchRtDest ip="200.3.2.0/24"/>
</rtctrlSubjP>
<rtctrlAttrP name="attrp1">

<rtctrlSetASPath criteria="prepend">
<rtctrlSetASPathASN asn="100" order="2"/>
<rtctrlSetASPathASN asn="200" order="1"/>

</rtctrlSetASPath>
</rtctrlAttrP>
<vzFilter name='http-filter'>

<vzEntry name="http-e" etherT="ip" prot="tcp"/>
</vzFilter>
<vzBrCP name="httpCtrct" scope="context">

<vzSubj name="subj1">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http-filter"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

</fvTenant>
</polUni>

REST APIの例:テナント外部ネットワークポリシー
次の XMLコードは、テナントレイヤ 3の外部ネットワークポリシーの例です。

<polUni>

<fvTenant name='t0'>
<fvCtx name="o1">

<fvRsOspfCtxPol tnOspfCtxPolName="ospfCtxPol"/>
</fvCtx>
<fvCtx name="o2">
</fvCtx>

<fvBD name="bd1">
<fvRsBDToOut tnL3extOutName='T0-o1-L3OUT-1'/>
<fvSubnet ip='10.16.1.1/24' scope='public'/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="o1"/>

</fvBD>

<fvAp name="AP1">
<fvAEPg name="bd1-epg1">

<fvRsCons tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
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</fvRsCons>
<fvRsProv tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
</fvRsProv>
<fvSubnet ip='10.16.2.1/24' scope='private'/>
<fvSubnet ip='10.16.3.1/24' scope='private'/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-physDomP"/>
<fvRsPathAtt

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"
encap='vlan-100'
mode='regular'
instrImedcy='immediate' />

</fvAEPg>

<fvAEPg name="bd1-epg2">
<fvRsCons tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
</fvRsCons>
<fvRsProv tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
</fvRsProv>
<fvSubnet ip='10.16.4.1/24' scope='private'/>
<fvSubnet ip='10.16.5.1/24' scope='private'/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd1"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-physDomP"/>
<fvRsPathAtt

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/41]"
encap='vlan-200'
mode='regular'
instrImedcy='immediate'/>

</fvAEPg>
</fvAp>

<l3extOut name="T0-o1-L3OUT-1">

<l3extRsEctx tnFvCtxName="o1"/>
<ospfExtP areaId='60'/>
<l3extInstP name="l3extInstP-1">

<fvRsCons tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
</fvRsCons>
<fvRsProv tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
</fvRsProv>
<l3extSubnet ip="192.5.1.0/24" />
<l3extSubnet ip="192.5.2.0/24" />
<l3extSubnet ip="192.6.0.0/16" />
<l3extSubnet ip="199.0.0.0/8" />

</l3extInstP>

<l3extLNodeP name="l3extLNodeP-1">
<l3extRsNodeL3OutAtt

tDn=“topology/pod-1/node-101" rtrId="10.17.1.1">
<ipRouteP ip="10.16.101.1/32">

<ipNexthopP nhAddr="10.17.1.99"/>
</ipRouteP>
<ipRouteP ip="10.16.102.1/32">

<ipNexthopP nhAddr="10.17.1.99"/>
</ipRouteP>
<ipRouteP ip="10.17.1.3/32">

<ipNexthopP nhAddr="10.11.2.2"/>
</ipRouteP>

</l3extRsNodeL3OutAtt >

<l3extLIfP name='l3extLIfP-1'>
<l3extRsPathL3OutAtt

tDn=“topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/25]"
encap='vlan-1001'
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ifInstT='sub-interface'
addr="10.11.2.1/24"
mtu="1500"/>

<ospfIfP>
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospfIfPol'/>

</ospfIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

<ospfIfPol name="ospfIfPol" />
<ospfCtxPol name="ospfCtxPol" />

<vzFilter name="vzFilter-in-1">
<vzEntry name="vzEntry-in-1"/>

</vzFilter>
<vzFilter name="vzFilter-out-1">

<vzEntry name="vzEntry-out-1"/>
</vzFilter>

<vzBrCP name="vzBrCP-1">
<vzSubj name="vzSubj-1">

<vzInTerm>
<vzRsFiltAtt tnVzFilterName="vzFilter-in-1"/>

</vzInTerm>
<vzOutTerm>

<vzRsFiltAtt tnVzFilterName="vzFilter-out-1"/>
</vzOutTerm>

</vzSubj>
</vzBrCP>

</fvTenant>
</polUni>

レイヤ 3ルーティングとサブインターフェイスポート
チャネル

レイヤ 3ポートチャネルについて
以前、Cisco APICではレイヤ 2ポートチャネルのみサポートしていました。リリース 3.2(1)よ
り、Cisco APICではレイヤ 3ポートチャネルもサポートしています。

図 35 :スイッチポートチャネル設定
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REST APIを使用したポートチャネルの設定

始める前に

このセクションで説明する手順は、レイヤ 3ルーテッドまたはサブインターフェイスポート
チャネルを設定するための手順に対する前提条件として、特にポートチャネルを設定すること

を意図しています。一般的なリーフスイッチの設定手順については、「CiscoAPIC基本設定ガ
イド」または「Cisco APICレイヤ 2ネットワーキング設定ガイド」を参照してください。

（注）

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチが ACIファブリックに登録され、使用可能であること。

次の REST API例では、長い 1行のテキストは \で分けて読みやすくします。（注）

手順

REST APIを使用してポートチャネルを設定するには、次ののように XMLで POST送信しま
す。

例：

<polUni>
<infraInfra dn="uni/infra">

<infraNodeP name="test1">
<infraLeafS name="leafs" type="range">

<infraNodeBlk name="nblk" from_="101" to_="101"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test1"/>

</infraNodeP>
<infraAccPortP name="test1">

<infraHPortS name="pselc" type="range">
<infraPortBlk name="blk1" fromCard="1" toCard="1" fromPort="18" \
toPort="19"/>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-po17_PolGrp"/>

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="po17_PolGrp" lagT="link">

<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="default"/>
<infraRsCdpIfPol tnCdpIfPolName="default"/>
<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName="default"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>
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</infraInfra>
</polUni>

次のタスク

REST APIを使用してレイヤ 3ルーテッドポートチャネルまたはサブインターフェイスポート
チャネルを設定します。

REST APIを使用したレイヤ 3ルーテッドポートチャネルの設定

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチが ACIファブリックに登録され、使用可能であること。

•ポートチャネルは、「REST APIを使用したポートチャネルの設定」の手順を使用して設
定されます。

次の REST API例では、1つ以上の行のテキストはで区分するが、\読みやすさを改善する文
字。

（注）

手順

REST APIを使用して以前作成したポートチャネルにレイヤ 3ルートを設定するには、次のよ
うに XMLで postを送信します。

例：

<polUni>
<fvTenant name=pep9>

<l3extOut descr="" dn="uni/tn-pep9/out-routAccounting" enforceRtctrl="export" \
name="routAccounting" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" \
targetDscp="unspecified">

<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-Dom1"/>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx9"/>
<l3extLNodeP configIssues="" descr="" name="node101" nameAlias="" ownerKey="" \
ownerTag="" tag="yellow-green" targetDscp="unspecified">

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="10.1.0.101" rtrIdLoopBack="yes" \
tDn="topology/pod-1/node-101">

<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="no" \
fabricExtIntersiteCtrlPeering="no" name="" nameAlias="" spineRole=""/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>
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<l3extLIfP descr="" name="lifp17" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" \
tag="yellow-green">

<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" descr="" name="" nameAlias="">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName=""/>

</ospfIfP>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="10.1.5.3/24" autostate="disabled" descr="" \
encap="unknown" encapScope="local" ifInstT="l3-port" llAddr="::" \
mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular" mtu="inherit" \
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[po17_PolGrp]" \
targetDscp="unspecified"/>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extInstP descr="" floodOnEncap="disabled" matchT="AtleastOne" \
name="accountingInst" nameAlias="" prefGrMemb="exclude" prio="unspecified" \
targetDscp="unspecified">

<fvRsProv matchT="AtleastOne" prio="unspecified" tnVzBrCPName="webCtrct"/>
<l3extSubnet aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl" descr="" ip="0.0.0.0/0"

\
name="" nameAlias="" scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"/>
<l3extSubnet aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl" descr="" ip="::/0" \
name="" nameAlias="" scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>

</l3extInstP>
<l3extConsLbl descr="" name="golf" nameAlias="" owner="infra" ownerKey="" \
ownerTag="" tag="yellow-green"/>

</l3extOut>
</fvTenant>
</polUni>

REST APIを使用して、レイヤ 3サブインターフェイスポートチャネル
の設定

始める前に

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

•必要なファブリックインフラストラクチャ設定を作成できるAPICファブリック管理者ア
カウントが使用可能であること。

•ターゲットリーフスイッチが ACIファブリックに登録され、使用可能であること。

•ポートチャネルは、「REST APIを使用したポートチャネルの設定」の手順を使用して設
定されます。

次の REST API例では、1つ以上の行のテキストはで区分するが、\読みやすさを改善する文
字。

（注）
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手順

REST APIを使用して、以前に作成したポートチャネルをレイヤ 3サブインターフェイスルー
トを設定するには、次のようには、XMLで postを送信します。

例：

<polUni>
<fvTenant name=pep9>

<l3extOut descr="" dn="uni/tn-pep9/out-routAccounting" enforceRtctrl="export" \
name="routAccounting" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" targetDscp="unspecified">

<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-Dom1"/>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx9"/>
<l3extLNodeP configIssues="" descr="" name="node101" nameAlias="" ownerKey="" \
ownerTag="" tag="yellow-green" targetDscp="unspecified">

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="10.1.0.101" rtrIdLoopBack="yes" \
tDn="topology/pod-1/node-101">

<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="no" \
fabricExtIntersiteCtrlPeering="no" name="" nameAlias="" spineRole=""/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP descr="" name="lifp27" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" \
tag="yellow-green">

<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" descr="" name="" nameAlias="">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName=""/>

</ospfIfP>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="11.1.5.3/24" autostate="disabled" descr="" \
encap="vlan-2001" encapScope="local" ifInstT="sub-interface" \
llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular" mtu="inherit" \
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[po27_PolGrp]" \
targetDscp="unspecified"/>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extInstP descr="" floodOnEncap="disabled" matchT="AtleastOne" \
name="accountingInst" nameAlias="" prefGrMemb="exclude" prio="unspecified" \
targetDscp="unspecified">

<fvRsProv matchT="AtleastOne" prio="unspecified" tnVzBrCPName="webCtrct"/>
<l3extSubnet aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl" descr="" ip="0.0.0.0/0"

\
name="" nameAlias="" scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"/>
<l3extSubnet aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl" descr="" ip="::/0" \
name="" nameAlias="" scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>

</l3extInstP>
<l3extConsLbl descr="" name="golf" nameAlias="" owner="infra" ownerKey="" \
ownerTag="" tag="yellow-green"/>

</l3extOut>
</fvTenant>
</polUni>
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Cisco ACI GOLF

Cisco ACI GOLF
Cisco ACI GOLF機能 (ファブリックWANのレイヤ 3 EVPNサービス機能とも呼ばれる)では、
より効率的かつスケーラブルな ACIファブリックWAN接続が可能になります。スパインス
イッチに接続されているWANに OSPF経由で BGP EVPNプロトコルが使用されます。

図 36 : Cisco ACI GOLFのトポロジ

すべてのテナントWAN接続が、WANルータが接続されたスパインスイッチ上で単一のセッ
ションを使用します。データセンター相互接続ゲートウェイ（DCIG）へのテナントBGPセッ
ションのこの集約では、テナント BGPセッションの数と、それらすべてに必要な設定の量を
低減することによって、コントロールプレーンのスケールが向上します。ネットワークは、ス

パインファブリックポートに設定されたレイヤ 3サブインターフェイスを使用して拡張され
ます。GOLFを使用した、共有サービスを伴うトランジットルーティングはサポートされてい
ません。

スパインスイッチでのGOLF物理接続のためのレイヤ 3外部外側ネットワーク (L3extOut)は、
infraテナントの下で指定され、次のものを含みます:

• LNodeP (infraテナントの L3Outでは、l3extInstPは必要ありません)。
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• infraテナントの GOLF用の L3extOutのプロバイダラベル。

• OSPFプロトコルポリシー

• BGPプロトコルポリシー

すべての通常テナントが、上記で定義した物理接続を使用します。通常のテナントで定義した

L3extOutでは、次が必要です:

•サブネットとコントラクトを持つ l3extInstP (EPG)。サブネットの範囲を使用して、ルー
ト制御ポリシーとセキュリティポリシーのインポートまたはエクスポートを制御します。

ブリッジドメインサブネットは外部的にアドバタイズするように設定される必要があり、

アプリケーション EPGおよび GOLF L3Out EPGと同じ VRFに存在する必要があります。

•アプリケーション EPGと GOLF L3Out EPGの間の通信は、(契約優先グループではなく)
明示的な契約によって制御されます。

• l3extConsLblコンシューマラベル。これは infraテナントのGOLF用の L3Outの同じプロ

バイダラベルと一致している必要があります。ラベルを一致させることにより、他のテナ

ント内のアプリケーション EPGが LNodeP外部 L3Out EPGを利用することが可能になりま
す。

• infraテナント内のマッチングプロバイダ L3extOutの BGP EVPNセッションは、この
L3Outで定義されたテナントルートをアドバタイズします。

次に示す GOLFのガイドラインおよび制限事項に従ってください。

•すべての Cisco Nexus 9000シリーズ ACIモードのスイッチと、すべての Cisco Nexus 9500
プラットフォーム ACIモードスイッチラインカードおよびファブリックモジュールが
GOLFをサポートします。Cisco APIC、リリース 3.1(x)以降では、これに N9K-C9364Cス
イッチが含まれます。

•現時点では、ファブリック全体のスパインスイッチインターフェイスに展開できるのは、
単一の GOLFプロバイダポリシーだけです。

• APICリリース 2.0(2)までは、 GOLFはマルチポッドでサポートされていません。リリー
ス 2.0 (2)では、同じファブリックでの 2つの機能を、スイッチ名の末尾に「EX」のない
Cisco Nexus N9000Kスイッチ上でのみサポートしています。たとえばN9K-9312TXです。
2.1(1)リリース以降では、2つの機能を、マルチポッドおよび EVPNトポロジで使用され
ているすべてのスイッチでともに展開できるようになりました。

•スパインスイッチで GOLFを設定する場合、コントロールプレーンがコンバージするま
では、別のスパインスイッチで GOLFの設定を行わないでください。

•スパインスイッチは複数のプロバイダの GOLF外側ネットワーク (GOLF L3Outs)に追加
できますが、GOLF L3Outごとのプロバイダラベルは異なっている必要があります。ま
た、この例では、OSPFエリアもL3extOutごとに異なっていて、異なるループバックアド

レスを使用する必要があります。

• infraテナント内のマッチングプロバイダL3OutのBGP EVPNセッションは、このL3extOut

で定義されたテナントルートをアドバタイズします。
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• 3つの GOLF Outsを展開する場合、1つだけが GOLF, and 0/0エクスポート集約のプロバ
イダ/コンシューマラベルを持っているなら、APICはすべてのルートをエクスポートしま
す。これは、テナントのリーフスイッチ上の既存の L3extOutと同じです。

•スパインスイッチとデータセンター相互接続（DCI）ルータ間に直接ピアリングがある場
合、リーフスイッチからASRへのトランジットルートには、リーフスイッチの PTEPと
して次のホップが存在することになります。この場合、その ACIポッドの TEP範囲に対
して ASRの静的ルートを定義します。また、DCIが同じポッドにデュアルホーム接続さ
れている場合は、静的ルートの優先順位（管理距離）は、他のリンクを通じて受信する

ルートと同じである必要があります。

•デフォルトの bgpPeerPfxPol ポリシーは、ルートを 20,000に制限します。ACI WANイ
ンターコネクトピアの場合には、必要に応じてこれを増やしてください。

• 1つのスパインスイッチ上に 2つの L3extOutが存在し、そのうちの一方のプロバイダラ

ベルが prov1で DCI 1とピアリングしており、もう一方の L3extOutのプロバイダラベル

が prov2でDCI 2とピアリングしているという、展開シナリオを考えます。テナントVRF
に、プロバイダラベルのいずれか一方 (prov1またはprov2)をポイントしているコンシュー
マラベルがある場合、テナントルートは DCI 1と DCI 2の両方に送信されます。

• GOLF OpFlex Vrfを集約する場合、ACIファブリックまたはGOLF OpFlex VRFとシステム
内のその他の VRF間の GOLFデバイスでは、ルートのリーキングは発生しません。VRF
リーキングのためには、(GOLFルータではなく)外部デバイスを使用する必要がありま
す。

Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。したがって、外部ルータへ
のレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介したmultipod接続を設
定する場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入
れています（結果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOSで
9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケット
ヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイトにな
ります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く推奨します。たとえば、Cisco
NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などの

コマンドを使用します。

（注）
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REST APIを使用した GOLFの設定

手順

ステップ 1 次の例では、REST APIを使用してGOLFのノードおよびスパインスイッチインターフェイス
を展開する方法を示しています。

例：

POST
https://192.0.20.123/api/mo/uni/golf.xml

ステップ 2 次の XMLで、スパインスイッチインターフェイスと GOLFサービスのインフラテナントプ
ロバイダを設定します。次の XML構造を POSTメッセージの本文に含めます。

例：

<l3extOut descr="" dn="uni/tn-infra/out-golf" enforceRtctrl="export,import"
name="golf"
ownerKey="" ownerTag="" targetDscp="unspecified">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="overlay-1"/>
<l3extProvLbl descr="" name="golf"

ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green"/>
<l3extLNodeP configIssues="" descr=""

name="bLeaf" ownerKey="" ownerTag=""
tag="yellow-green" targetDscp="unspecified">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="10.10.3.3" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-111">
<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="yes" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="10.10.3.3" descr="" name=""/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="10.10.3.4" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-112">
<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="yes" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="10.10.3.4" descr="" name=""/>
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP descr="" name="portIf-spine1-3"

ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" descr="" name="">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName="ospfIfPol"/>

</ospfIfP>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="7.2.1.1/24" descr=""

encap="vlan-4"
encapScope="local"
ifInstT="sub-interface"
llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mode="regular"
mtu="1500"
tDn="topology/pod-1/paths-111/pathep-[eth1/12]"
targetDscp="unspecified"/>

</l3extLIfP>
<l3extLIfP descr="" name="portIf-spine2-1"

ownerKey=""
ownerTag=""
tag="yellow-green">
<ospfIfP authKeyId="1"

authType="none"
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descr=""
name="">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName="ospfIfPol"/>

</ospfIfP>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="7.1.0.1/24" descr=""

encap="vlan-4"
encapScope="local"
ifInstT="sub-interface"
llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mode="regular"
mtu="9000"
tDn="topology/pod-1/paths-112/pathep-[eth1/11]"
targetDscp="unspecified"/>

</l3extLIfP>
<l3extLIfP descr="" name="portif-spine2-2"

ownerKey=""
ownerTag=""
tag="yellow-green">
<ospfIfP authKeyId="1"

authType="none" descr=""
name="">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName="ospfIfPol"/>

</ospfIfP>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="7.2.2.1/24" descr=""

encap="vlan-4"
encapScope="local"
ifInstT="sub-interface"

llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mode="regular"
mtu="1500"
tDn="topology/pod-1/paths-112/pathep-[eth1/12]"
targetDscp="unspecified"/>

</l3extLIfP>
<l3extLIfP descr="" name="portIf-spine1-2"

ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" descr="" name="">

<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName="ospfIfPol"/>
</ospfIfP>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="9.0.0.1/24" descr=""
encap="vlan-4"
encapScope="local"
ifInstT="sub-interface"

llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mode="regular"
mtu="9000"
tDn="topology/pod-1/paths-111/pathep-[eth1/11]"
targetDscp="unspecified"/>

</l3extLIfP>
<l3extLIfP descr="" name="portIf-spine1-1"

ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" descr="" name="">

<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName="ospfIfPol"/>
</ospfIfP>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
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<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="7.0.0.1/24" descr=""
encap="vlan-4"
encapScope="local"
ifInstT="sub-interface"
llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mode="regular"
mtu="1500"
tDn="topology/pod-1/paths-111/pathep-[eth1/10]"

targetDscp="unspecified"/>
</l3extLIfP>
<bgpInfraPeerP addr="10.10.3.2"

allowedSelfAsCnt="3"
ctrl="send-com,send-ext-com"
descr="" name="" peerCtrl=""
peerT="wan"
privateASctrl="" ttl="2" weight="0">
<bgpRsPeerPfxPol tnBgpPeerPfxPolName=""/>
<bgpAsP asn="150" descr="" name="aspn"/>

</bgpInfraPeerP>
<bgpInfraPeerP addr="10.10.4.1"

allowedSelfAsCnt="3"
ctrl="send-com,send-ext-com" descr="" name="" peerCtrl=""
peerT="wan"
privateASctrl="" ttl="1" weight="0">
<bgpRsPeerPfxPol tnBgpPeerPfxPolName=""/>
<bgpAsP asn="100" descr="" name=""/>

</bgpInfraPeerP>
<bgpInfraPeerP addr="10.10.3.1"
allowedSelfAsCnt="3"
ctrl="send-com,send-ext-com" descr="" name="" peerCtrl=""
peerT="wan"
privateASctrl="" ttl="1" weight="0">
<bgpRsPeerPfxPol tnBgpPeerPfxPolName=""/>
<bgpAsP asn="100" descr="" name=""/>

</bgpInfraPeerP>
</l3extLNodeP>
<bgpRtTargetInstrP descr="" name="" ownerKey="" ownerTag="" rtTargetT="explicit"/>

<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-l3dom"/>
<l3extInstP descr="" matchT="AtleastOne" name="golfInstP"

prio="unspecified"
targetDscp="unspecified">
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>

</l3extInstP>
<bgpExtP descr=""/>
<ospfExtP areaCost="1"

areaCtrl="redistribute,summary"
areaId="0.0.0.1"
areaType="regular" descr=""/>

</l3extOut>

ステップ 3 次の XMLで、GOLFサービスのインフラ部分のテナントコンシューマを設定します。次の
XML構造を POSTメッセージの本文に含めます。

例：

<fvTenant descr="" dn="uni/tn-pep6" name="pep6" ownerKey="" ownerTag="">
<vzBrCP descr="" name="webCtrct"

ownerKey="" ownerTag="" prio="unspecified"
scope="global" targetDscp="unspecified">
<vzSubj consMatchT="AtleastOne" descr=""

name="http" prio="unspecified" provMatchT="AtleastOne"
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revFltPorts="yes" targetDscp="unspecified">
<vzRsSubjFiltAtt directives="" tnVzFilterName="default"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>
<vzBrCP descr="" name="webCtrct-pod2"

ownerKey="" ownerTag="" prio="unspecified"
scope="global" targetDscp="unspecified">
<vzSubj consMatchT="AtleastOne" descr=""

name="http" prio="unspecified"
provMatchT="AtleastOne" revFltPorts="yes"
targetDscp="unspecified">
<vzRsSubjFiltAtt directives=""

tnVzFilterName="default"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>
<fvCtx descr="" knwMcastAct="permit"

name="ctx6" ownerKey="" ownerTag=""
pcEnfDir="ingress" pcEnfPref="enforced">
<bgpRtTargetP af="ipv6-ucast"

descr="" name="" ownerKey="" ownerTag="">
<bgpRtTarget descr="" name="" ownerKey="" ownerTag=""
rt="route-target:as4-nn2:100:1256"
type="export"/>
<bgpRtTarget descr="" name="" ownerKey="" ownerTag=""

rt="route-target:as4-nn2:100:1256"
type="import"/>

</bgpRtTargetP>
<bgpRtTargetP af="ipv4-ucast"

descr="" name="" ownerKey="" ownerTag="">
<bgpRtTarget descr="" name="" ownerKey="" ownerTag=""

rt="route-target:as4-nn2:100:1256"
type="export"/>

<bgpRtTarget descr="" name="" ownerKey="" ownerTag=""
rt="route-target:as4-nn2:100:1256"
type="import"/>

</bgpRtTargetP>
<fvRsCtxToExtRouteTagPol tnL3extRouteTagPolName=""/>
<fvRsBgpCtxPol tnBgpCtxPolName=""/>
<vzAny descr="" matchT="AtleastOne" name=""/>
<fvRsOspfCtxPol tnOspfCtxPolName=""/>
<fvRsCtxToEpRet tnFvEpRetPolName=""/>
<l3extGlobalCtxName descr="" name="dci-pep6"/>

</fvCtx>
<fvBD arpFlood="no" descr="" epMoveDetectMode=""

ipLearning="yes"
limitIpLearnToSubnets="no"
llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mcastAllow="no"
multiDstPktAct="bd-flood"
name="bd107" ownerKey="" ownerTag="" type="regular"
unicastRoute="yes"
unkMacUcastAct="proxy"
unkMcastAct="flood"
vmac="not-applicable">
<fvRsBDToNdP tnNdIfPolName=""/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="routAccounting-pod2"/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="ctx6"/>
<fvRsIgmpsn tnIgmpSnoopPolName=""/>
<fvSubnet ctrl="" descr="" ip="27.6.1.1/24"

name="" preferred="no"
scope="public"
virtual="no"/>
<fvSubnet ctrl="nd" descr="" ip="2001:27:6:1::1/64"

name="" preferred="no"
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scope="public"
virtual="no">
<fvRsNdPfxPol tnNdPfxPolName=""/>

</fvSubnet>
<fvRsBdToEpRet resolveAct="resolve" tnFvEpRetPolName=""/>

</fvBD>
<fvBD arpFlood="no" descr="" epMoveDetectMode=""

ipLearning="yes"
limitIpLearnToSubnets="no"
llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mcastAllow="no"
multiDstPktAct="bd-flood"
name="bd103" ownerKey="" ownerTag="" type="regular"
unicastRoute="yes"
unkMacUcastAct="proxy"
unkMcastAct="flood"
vmac="not-applicable">
<fvRsBDToNdP tnNdIfPolName=""/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="routAccounting"/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="ctx6"/>
<fvRsIgmpsn tnIgmpSnoopPolName=""/>
<fvSubnet ctrl="" descr="" ip="23.6.1.1/24"

name="" preferred="no"
scope="public"
virtual="no"/>

<fvSubnet ctrl="nd" descr="" ip="2001:23:6:1::1/64"
name="" preferred="no"
scope="public" virtual="no">
<fvRsNdPfxPol tnNdPfxPolName=""/>

</fvSubnet>
<fvRsBdToEpRet resolveAct="resolve" tnFvEpRetPolName=""/>

</fvBD>
<vnsSvcCont/>
<fvRsTenantMonPol tnMonEPGPolName=""/>
<fvAp descr="" name="AP1"

ownerKey="" ownerTag="" prio="unspecified">
<fvAEPg descr=""

isAttrBasedEPg="no"
matchT="AtleastOne"
name="epg107"
pcEnfPref="unenforced" prio="unspecified">
<fvRsCons prio="unspecified"

tnVzBrCPName="webCtrct-pod2"/>
<fvRsPathAtt descr=""

encap="vlan-1256"
instrImedcy="immediate"
mode="regular" primaryEncap="unknown"
tDn="topology/pod-2/paths-107/pathep-[eth1/48]"/>

<fvRsDomAtt classPref="encap" delimiter=""
encap="unknown"
instrImedcy="immediate"
primaryEncap="unknown"
resImedcy="lazy" tDn="uni/phys-phys"/>

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd107"/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne"

prio="unspecified"
tnVzBrCPName="default"/>

</fvAEPg>
<fvAEPg descr=""

isAttrBasedEPg="no"
matchT="AtleastOne"
name="epg103"
pcEnfPref="unenforced" prio="unspecified">
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<fvRsCons prio="unspecified" tnVzBrCPName="default"/>
<fvRsCons prio="unspecified" tnVzBrCPName="webCtrct"/>
<fvRsPathAtt descr="" encap="vlan-1256"

instrImedcy="immediate"
mode="regular" primaryEncap="unknown"
tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth1/48]"/>
<fvRsDomAtt classPref="encap" delimiter=""

encap="unknown"
instrImedcy="immediate"
primaryEncap="unknown"
resImedcy="lazy" tDn="uni/phys-phys"/>

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd103"/>

</fvAEPg>
</fvAp>
<l3extOut descr=""

enforceRtctrl="export"
name="routAccounting-pod2"
ownerKey="" ownerTag="" targetDscp="unspecified">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx6"/>
<l3extInstP descr=""

matchT="AtleastOne"
name="accountingInst-pod2"
prio="unspecified" targetDscp="unspecified">

<l3extSubnet aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl"
descr="" ip="::/0" name=""
scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl"
descr=""
ip="0.0.0.0/0" name=""
scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"/>

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne"

prio="unspecified" tnVzBrCPName="webCtrct-pod2"/>
</l3extInstP>
<l3extConsLbl descr=""

name="golf2"
owner="infra"
ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green"/>

</l3extOut>
<l3extOut descr=""

enforceRtctrl="export"
name="routAccounting"
ownerKey="" ownerTag="" targetDscp="unspecified">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx6"/>
<l3extInstP descr=""

matchT="AtleastOne"
name="accountingInst"
prio="unspecified" targetDscp="unspecified">

<l3extSubnet aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl" descr=""
ip="0.0.0.0/0" name=""
scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"/>

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<fvRsProv matchT="AtleastOne" prio="unspecified" tnVzBrCPName="webCtrct"/>
</l3extInstP>
<l3extConsLbl descr=""

name="golf"
owner="infra"
ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green"/>

</l3extOut>
</fvTenant>
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DCIGへの BGP EVPNタイプ 2のホストルートの配信
APICではリリース 2.0(1f)まで、ファブリックコントロールプレーンは EVPNホストルート
を直接送信してはいませんでしたが、Data Center Interconnect Gateway（DCIG）にルーティン
グしている BGP EVPNタイプ 5（IPプレフィックス）形式のパブリックドメイン（BD）サブ
ネットをアドバタイズしていました。これにより、最適ではないトラフィックの転送となる可

能性があります。転送を改善するため APICリリース 2.1 xでは、ファブリックスパインを有
効にして、パブリックBDサブネットとともにDCIGにEVPNタイプ 2（MAC-IP）ホストルー
トを使用してホストルートをアドバタイズできます。

そのためには、次の手順を実行する必要があります。

1. BGPアドレスファミリコンテキストポリシーを設定する際に、ホストルートリークを有
効にします。

2. GOLFセットアップで BGP EVPNへのホストルートをリークする場合：

1. GOLFが有効になっている場合にホストルートを有効にするには、インフラストラク
チャテナント以外に、BPGアドレスファミリコンテキストポリシーがアプリケー
ションテナント（アプリケーションテナントはコンシューマテナントであり、エン

ドポイントを BGP EVPNにリークします）で設定されている必要があります。

2. 単一ポッドファブリックについては、ホストルート機能は必要ありません。ホスト
ルート機能は、マルチポッドファブリックセットアップで最適ではない転送を避ける

ために必要です。ただし、単一ポッドファブリックがセットアップされる場合、エン

ドポイントから BGP EVPNにリークするため、ファブリック外部接続ポリシーを設定
し ETEP IPアドレスを提供する必要があります。そうしないと、ホストルートは、
BGP EVPNにはリークされません。

3. VRFのプロパティを設定する場合：

1. IPv4および IPv6の各アドレスファミリの BGPコンテキストに BGPアドレスファミ
リコンテキストポリシーを追加します。

2. VRFからインポートまたはエクスポート可能なルートを特定するBGPルートターゲッ
トプロファイルを設定します。

REST APIを使用したDCIGへのBGP EVPNタイプ 2ホストルート配信の
有効化

次のように REST APIを使用して、BGP EVPNタイプ 2ホストルートの配信を有効にします。

始める前に

EVPNサービスを設定する必要があります。
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手順

ステップ 1 次の例のように、XMLが含まれている POSTで、ホストルートリークポリシーを設定しま
す。

例：

<bgpCtxAfPol descr="" ctrl="host-rt-leak" name="bgpCtxPol_0 status=""/>

ステップ 2 次の例のように、XMLが含まれている POSTを使用してアドレスファミリの一方または両方
の VRF BGPアドレスファミリコンテキストポリシーに、ポリシーを適用します。

例：

<fvCtx name="vni-10001">
<fvRsCtxToBgpCtxAfPol af="ipv4-ucast" tnBgpCtxAfPolName="bgpCtxPol_0"/>
<fvRsCtxToBgpCtxAfPol af="ipv6-ucast" tnBgpCtxAfPolName="bgpCtxPol_0"/>
</fvCtx>

マルチポッド

マルチポッド

マルチポッドは、隔離されたコントロールプレーンプロトコルを持つ複数のポッドで構成さ

れた、障害耐性の高いファブリックのプロビジョニングを可能にします。また、マルチポッド

では、さらに柔軟にリーフとスパインスイッチ間のフルメッシュ配線を行うことができます。

たとえば、リーフスイッチが異なるフロアや異なる建物にまたがって分散している場合、マル

チポッドでは、フロアごと、または建物ごとに複数のポッドをプロビジョニングし、スパイン

スイッチを通じてポッド間を接続することができます。

マルチポッドは、異なるポッドの ACIスパイン間のコントロールプレーン通信プロトコルと
してMP-BGP EVPNを使用します。WANルータは IPNでプロビジョニング可能で、スパイン
スイッチに直接接続されるか、ボーダーリーフスイッチに接続されます。マルチポッドはす

べてのポッドに単一の APICクラスタを使用します。そのため、すべてのポッドが単一のファ
ブリックとして機能します。ポッド全体にわたって個々の APICコントローラが配置されます
が、それらはすべて単一の APICクラスタの一部です。
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図 37 :マルチポッドの概要

コントロールプレーンの分離については、IS-ISと COOPがポッド全体で拡張されません。エ
ンドポイントは、ポッド間の IPNで BGP EVPNを使用してポット上で同期されます。各ポッ
ドの2つのスパインは、他のポッドのスパインを持つBGP EVPNセッションに設定されます。
IPNに接続されているスパインはポッド内のCOOPからエンドポイントおよびマルチキャスト
グループを取得しますが、ポッド間で IPN EVPNでアドバタイズします。受信側で、BGPによ
りCOOPにそれらを戻し、COOPはポッドのすべてのスパインで同期します。WANルートは、
BGP VPNv4/VPNv6アドレスファミリを使用してポッド間で交換されます。EVPNアドレス
ファミリを使用しては交換されません。

ピアおよびルートリフレクタとして、ポッド間の通信にスパインスイッチを設定するには 2
つのモードがあります。

•自動

•自動モードは、相互にすべてのスパインピアで、フルメッシュをサポートしていな
いルートリフレクタベースのモードです。管理者は既存の BGPルートリフレクタ
ポリシーをポストし、IPNアウェア（EVPN）ルートリフレクタを選択する必要があ
ります。すべてのピア/クライアント設定は、APICで自動化されています。

•管理者には、ファブリックに属していないルートリフレクタ（たとえば、IPN）を選
択するオプションはありません。

• [手動（Manual）]
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•管理者はすべてのスパインがルートリフレクタなしで相互にピアする場合、完全な
メッシュを設定するオプションがあります。

•手動モードで管理者は、既存の BGPピアポリシーをポストする必要があります。

次のマルチポッドと制限を確認します。

•ポッドを ACIファブリックに追加するとき、別のポッドを追加する前にコントロールプ
レーンのコンバージを待機します。

• OSPFはACIスパインスイッチと IPNスイッチに展開され、ポッド間の到達可能性を提供
します。IPNスイッチに接続するスパインでレイヤ 3サブインターフェイスが作成されま
す。これらのレイヤ 3サブインターフェイスでOSPFが有効になっており、ポッド TEPプ
ロキシごとにOSPFでアドバタイズされます。各外部スパインリンクで作成された 1つの
サブインターフェイスがあります。ポッド間の East-Westトラフィックの量が多すぎる場
合、各スパインにある多くの外部リンクをプロビジョニングします。現在、ACIスパイン
スイッチは各スパインで最大 64個の外部リンクをサポートし、OSPFに各サブインター
フェイスを設定することができます。スパインプロキシ TEPドレスはすべてのサブイン
ターフェイスの OSPF上でアドバタイズされ、プロキシ TEPアドレスの IPNスイッチで
最大 64 way ECMPになります。同様に、スパインは OSPFで IPNから他のプロキシ TEP
アドレスを受信し、スパインはリモートポッドプロキシTEPアドレスに最大64 way ECMP
を持つことができます。この方法で、これらすべての外部リンクの分散ポッド間のトラ

フィックは、希望の帯域幅を提供します。

•スパインスイッチのすべてのファブリックリンクがダウンした場合、OSPFは最大メト
リックを持つTEPルートをアドバタイズします。これで、IPNスイッチでトラフィックを
ダウンスパインスイッチに転送する IPNを防ぐ ECMPからスパインスイッチを削除しま
す。トラフィックは、ファブリックリンクがを持つ他のスパインによって受信されます。

• APICリリース 2.0(2)までマルチポッドはGOLFでサポートされていません。リリース 2.0
(2)では、同じファブリックでの 2つの機能を、スイッチ名の末尾に「EX」のない Cisco
Nexus N9000Kスイッチ上でのみサポートしています。たとえばN9K-9312TXです。2.1(1)
リリース以降では、2つの機能を、マルチポッドおよび EVPNトポロジで使用されている
すべてのスイッチでともに展開できるようになりました。

•マルチポッドファブリックで、POD1のスパインがインフラテナント L3extOut 1を使用
する場合、他のポッド（POD2、POD3）のTORは同じインフラL3extOut（L3extOut 1）を
レイヤ 3 EVPNコントロールプレーンの接続には使用できません。他のポッドのWAN接
続のトランジットとしてポッドを使用することはサポートされていないため、各ポッドは

独自のスパインスイッチとインフラ L3extOutを使用する必要があります。

•ポッド間で交換されるルートを制限するためのフィルタリングは行われません。各ポッド
のすべてのエンドポイントとWANルートは、他のポッドにエクスポートされます。

•ポッド全体のインバンド管理は、各スパインの自己トンネルで自動的に設定されます。

•ポッド間でサポートされている最大遅延は 10ミリ秒 RTTで、最大 500マイルまでの地理
的な距離をおおよそ変換します。
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REST APIを使用したマルチポッドファブリックの設定

手順

ステップ 1 Csico APICへのログイン：

例：

http://<apic-name/ip>:80/api/aaaLogin.xml

data: <aaaUser name="admin" pwd="ins3965!”/>

ステップ 2 TEPプールの設定：

例：

http://<apic-name/ip>:80/api/policymgr/mo/uni/controller.xml

<fabricSetupPol status=''>
<fabricSetupP podId="1" tepPool="10.0.0.0/16" />
<fabricSetupP podId="2" tepPool="10.1.0.0/16" status='' />

</fabricSetupPol>

ステップ 3 ノード IDポリシーの設定：

例：

http://<apic-name/ip>:80/api/node/mo/uni/controller.xml

<fabricNodeIdentPol>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1819RXP4" name="ifav4-leaf1" nodeId="101" podId="1"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1803L25H" name="ifav4-leaf2" nodeId="102" podId="1"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1934MNY0" name="ifav4-leaf3" nodeId="103" podId="1"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1934MNY3" name="ifav4-leaf4" nodeId="104" podId="1"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1748H56D" name="ifav4-spine1" nodeId="201" podId="1"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1938P7A6" name="ifav4-spine3" nodeId="202" podId="1"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1938PHBB" name="ifav4-leaf5" nodeId="105" podId="2"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1942R857" name="ifav4-leaf6" nodeId="106" podId="2"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL1931LA3B" name="ifav4-spine2" nodeId="203" podId="2"/>
<fabricNodeIdentP serial="FGE173400A9" name="ifav4-spine4" nodeId="204" podId="2"/>
</fabricNodeIdentPol>

ステップ 4 インフラ L3Outおよび外部接続プロファイルの設定：

例：

http://<apic-name/ip>:80/api/node/mo/uni.xml

<polUni>

<fvTenant descr="" dn="uni/tn-infra" name="infra" ownerKey="" ownerTag="">

<l3extOut descr="" enforceRtctrl="export" name="multipod" ownerKey="" ownerTag=""
targetDscp="unspecified" status=''>

<ospfExtP areaId='0' areaType='regular' status=''/>
<bgpExtP status='' />
<l3extRsEctx tnFvCtxName="overlay-1"/>
<l3extProvLbl descr="" name="prov_mp1" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green"/>

<l3extLNodeP name="bSpine">
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<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="201.201.201.201" rtrIdLoopBack="no"
tDn="topology/pod-1/node-201">

<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="yes" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="201::201/128" descr="" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="201.201.201.201/32" descr="" name=""/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="202.202.202.202" rtrIdLoopBack="no"
tDn="topology/pod-1/node-202">

<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="yes" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="202::202/128" descr="" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="202.202.202.202/32" descr="" name=""/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="203.203.203.203" rtrIdLoopBack="no"
tDn="topology/pod-2/node-203">

<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="yes" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="203::203/128" descr="" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="203.203.203.203/32" descr="" name=""/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="204.204.204.204" rtrIdLoopBack="no"
tDn="topology/pod-2/node-204">

<l3extInfraNodeP descr="" fabricExtCtrlPeering="yes" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="204::204/128" descr="" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="204.204.204.204/32" descr="" name=""/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>

<l3extLIfP name='portIf'>
<l3extRsPathL3OutAtt descr='asr' tDn="topology/pod-1/paths-201/pathep-[eth1/1]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="201.1.1.1/30" />
<l3extRsPathL3OutAtt descr='asr' tDn="topology/pod-1/paths-201/pathep-[eth1/2]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="201.2.1.1/30" />
<l3extRsPathL3OutAtt descr='asr' tDn="topology/pod-1/paths-202/pathep-[eth1/2]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="202.1.1.1/30" />
<l3extRsPathL3OutAtt descr='asr' tDn="topology/pod-2/paths-203/pathep-[eth1/1]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="203.1.1.1/30" />
<l3extRsPathL3OutAtt descr='asr' tDn="topology/pod-2/paths-203/pathep-[eth1/2]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="203.2.1.1/30" />
<l3extRsPathL3OutAtt descr='asr'

tDn="topology/pod-2/paths-204/pathep-[eth4/31]" encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface'
addr="204.1.1.1/30" />

<ospfIfP>
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospfIfPol'/>

</ospfIfP>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>

<l3extInstP descr="" matchT="AtleastOne" name="instp1" prio="unspecified"
targetDscp="unspecified">

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
</l3extInstP>

</l3extOut>

<fvFabricExtConnP descr="" id="1" name="Fabric_Ext_Conn_Pol1" rt="extended:as2-nn4:5:16"
status=''>

<fvPodConnP descr="" id="1" name="">
<fvIp addr="100.11.1.1/32"/>

</fvPodConnP>
<fvPodConnP descr="" id="2" name="">

<fvIp addr="200.11.1.1/32"/>
</fvPodConnP>
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<fvPeeringP descr="" name="" ownerKey="" ownerTag=""
type="automatic_with_full_mesh"/>

<l3extFabricExtRoutingP descr="" name="ext_routing_prof_1" ownerKey="" ownerTag="">

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="100.0.0.0/8" name=""
scope="import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="200.0.0.0/8" name=""
scope="import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="201.1.0.0/16" name=""
scope="import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="201.2.0.0/16" name=""
scope="import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="202.1.0.0/16" name=""
scope="import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="203.1.0.0/16" name=""
scope="import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="203.2.0.0/16" name=""
scope="import-security"/>

<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="204.1.0.0/16" name=""
scope="import-security"/>

</l3extFabricExtRoutingP>
</fvFabricExtConnP>

</fvTenant>
</polUni>

エニーキャストサービス

エニーキャストサービスについて

エニーキャストサービスは、Cisco ACIファブリックでサポートされます。Typical use(典型的
な事例、一般的な使用)ケースは、multipodファブリックのポッドのCisco適応型セキュリティ
アプライアンス（ASA）ファイアウォールをサポートするためいても、他の DNSサーバなど
のサービスまたは印刷サービスを有効にするエニーキャストを使用することもできます。ASA
で使用例、ポッドごとに、ファイアウォールがインストールされているおよびエニーキャスト

サービスとして、ファイアウォールを提供できるように、エニーキャストが有効にします。下

方向にファイアウォールの1つのインスタンスでは、インスタンスが使用可能な最も近い、次
に、要求がルーティングされるよう、クライアントは影響しません。エニーキャストを有効に

する各ポッドで ASAファイアウォールをインストールし、IPアドレスと使用されるMACア
ドレスを設定します。

エニーキャストは、(たとえば、N9K-C93180LC-EX) EXで終了する名前と Cisco Nexus 9000シ
リーズスイッチでサポートされている以降です。

エニーキャスト設定できますアプリケーション Epgでまたはレイヤ 7サービスにレイヤ 4 (付
きまたはポリシーベースリダイレクト (PBR)なし)。

最大 2000年エニーキャストサービスは、ファブリックあたりサポートされます。

サービスノードは、ポリシーが適用される場所ポッドでエニーキャストサービスで使用され

ます。
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APICは、VRFが展開されている、またはエニーキャストEPGを許可する契約がリーフスイッ
チにエニーキャストMACおよび IPアドレスの設定を展開します。

最初に、各リーフスイッチは、スパインスイッチへのプロキシルートとしてエニーキャスト

MACおよび IPアドレスをインストールします。エニーキャストサービスから最初のパケッ
トを受信すると、サービスがインストールされているの背後にあるリーフスイッチで、サービ

スの接続先の情報がインストールされます。その他のすべてのリーフスイッチは、スパイン

プロキシを指すように進みます。学習すると、エニーキャストサービスがされて、ポッドの

リーフの背後にある COOPポッドへのローカルサービスを指すスパインスイッチで、エント
リをインストールします。

エニーキャストサービスは、1つのポッドで実行されている、スパインは BGP EVPNを介し
てポッドに存在するエニーキャストサービスのルート情報を受信します。エニーキャスト

サービスがすでにある場合 COOPリモートポッドのエニーキャストサービス情報のキャッ
シュをローカルに存在します。ローカルサービスのインスタンスがダウンすると、リモート

ポッドを介してこのルートはのみインストールされます。

エニーキャストサービスは、次の機能とオプションではサポートされていません。

• Multi-Site management

•リモートのリーフスイッチ

•アクティブ/スタンバイリレーションシップ内の 2つのファイアウォール (このシナリオ
では、エニーキャストサービスがアクティブで 1つだけのポッドとアクティブなサービ
スを使用して、すべてのトラフィックが送信される)

• 2つのポートチャネル (Pc)に導入されるファイアウォール

•冗長リンクの 1台の PCに導入されるファイアウォール

• ECMP

•対称ポリシーベースのリダイレクト

•ポッドの ID認識リダイレクション

• IP SLA Monitoring Policies

•リダイレクトヘルスグループ

• DADエニーキャスト IPv6アドレスを使用するの外部デバイスで有効になっています。

•リモート IPアドレス学習の IPアドレスを防ぐために、サービスのインスタンスを通過す
るエニーキャストサービスMACおよび IPアドレスのリモートの学習がオフです。

• L3Outsの背後にあるエニーキャストサービス

•エニーキャストアドレスと、既存の静的なエンドポイントのMACおよび IPアドレスを
使用します。

Cisco APIC REST API設定ガイド
362

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

エニーキャストサービスについて



既存の静的なエンドポイントのアドレスを使用して、エニーキャストMACおよび IPアドレ
スを設定すると設定は、スイッチに、APICからプッシュし、障害を生成できませんが、スイッ
チでは、ハードウェアにエニーキャストアドレスをインストールしません。スタティックエ

ンドポイントを削除すると、問題が解決しないしません。スタティックのエンドポイントとエ

ニーキャスト設定の両方を削除し、エニーキャストアドレスを再設定する必要があります。

（注）

REST APIを使用したエニーキャストサービスの設定
次の例では、3つの方法でエニーキャストサービスを設定する方法を示します。

• EPGの背後

•ポリシーベースリダイレクト（PBR）とレイヤ 4～レイヤ 7サービスグラフの一部

• PBRを使用しないレイヤ 4～レイヤ 7サービスグラフの一部

始める前に

•テナント、アプリケーションプロファイル、アプリケーションEPGが作成されています。

•ノードグループポリシーと L3Outポリシーがすでに作成されています。

• Interpod Network（IPN）がすでに設定されています。

•マルチポッドが設定されています。

•各ポッドで、IPNへの接続に使用されるスパインスイッチは、少なくとも 1個のリーフ
スイッチに接続します。

• ASAファイアウォールは、各ポッドにインストールされます。

手順

ステップ 1 EPGの背後にあるエニーキャストサービスを設定するには、次の例のようにXMLで POSTを
送信します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

<fvTenant name="tn1" status="created,modified">
<fvAp name="a0">

<fvAEPg name="web">
<fvSubnet ctrl="no-default-gateway" ip="200.50.3.4/32" scope="private>

<fvEpAnycast mac="00:44:55:66:55:01"/>
</fvSubnet>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-test"/>

<fvRsBd tnFvBDName="lab"/>
</fvAEPg>
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</fvAp>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 2 PBRでレイヤ 4～レイヤ 7サービスグラフの一部としてエニーキャストサービスを設定する
には、次の例のように XMLで POSTを送信します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

<fvTenant name="tn1" >
<vnsSvcCont>

<vnsSvcRedirectPol name="N1Ext" AnycastEnabled="yes">
<vnsRedirectDest ip="2000::25/128" mac="00:00:00:00:00:07"/>

</vnsSvcRedirectPol>
<vnsSvcRedirectPol name="N1Int" AnycastEnabled="yes">

<vnsRedirectDest ip="30.30.30.100/32" mac="00:00:00:00:00:08"/>
</vnsSvcRedirectPol>

</vnsSvcCont>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 3 PBRでレイヤ 4～レイヤ 7サービスグラフの一部としてエニーキャストサービスを設定する
には、次の例のように XMLで POSTを送信します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>

<fvTenant name="tn1" >
<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="webCtrct" graphNameOrLbl="WebGraph" nodeNameOrLbl="N1">

<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-tn1/lDevVip-N1"/>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="provider">

<fvSubnet ip="50.50.50.50/32" ctrl="no-default-gateway">
<fvEpAnycast mac="00:00:00:00:00:50"/>

</fvSubnet>
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-coke/BD-N1IntBD"/>

<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-coke/lDevVip-N1/lIf-internal"/>
</vnsLIfCtx>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="consumer">

<fvSubnet ip="2000::25/128" ctrl="no-default-gateway">
<fvEpAnycast mac="00:00:00:00:00:51"/>

</fvSubnet>
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-coke/BD-N1ExtBD"/>

<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-coke/lDevVip-N1/lIf-external"/>
</vnsLIfCtx>

</vnsLDevCtx>
</fvTenant>

</polUni>
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リモートリーフスイッチ

ACIファブリックのリモートリーフスイッチについて
ACIファブリックの展開では、ローカルスパインスイッチまたは APICが接続されていない
Cisco ACIリーフスイッチのリモートデータセンタに、ACIサービスと APIC管理を拡張でき
ます。

図 38 :リモートリーフトポロジ

リモートリーフスイッチがファブリックの既存のポッドに追加されます。メインデータセン

タに展開されるすべてのポリシーはリモートスイッチで展開され、ポッドに属するローカル

リーフスイッチのように動作します。このトポロジでは、すべてのユニキャストトラフィッ

クはレイヤ 3上のVXLANを経由します。レイヤ 2ブロードキャスト、不明なユニキャスト、
マルチキャスト（BUM）メッセージは、マルチキャストを使用することなく、 Head End
Replication（HER）トンネルを使用して送信されます。リモートサイトのすべてのローカルト
ラフィックは、物理または仮想にかかわらずエンドポイント間で直接切り替えられます。スパ

インスイッチプロキシを使用する必要があるすべてのトラフィックは、メインデータセンタ

に転送されます。

APICシステムは、起動時にリモートリーフスイッチを検出します。その時点から、ファブ
リックの一部として APICで管理できます。
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• VRF間のすべてのトラフィックは、転送される前にスパインスイッチに移動します。

•リモートリーフを解除する前に、vPCを最初に削除する必要があります。

（注）

ウィザードを使用するか（使用しない場合も）、REST APIまたはNX-OSスタイルCLIを使用
して、APIC GUIのリモートリーフを設定できます。

リモートのリーフハードウェアの要件

リモートのリーフスイッチの機能には、次のスイッチがサポートされています。

ファブリックスパインスイッチ

WANルータに接続された ACIメインデータセンターにスパインスイッチでの次のスパイン
スイッチがサポートされています。

•固定スパインスイッチの Cisco Nexus 9000シリーズ N9K C9364C

N9K-X9732C-EXまたは N9K-X9736C-FXラインカードをモジュラスパインスイッチ

•古い生成スパインスイッチは、固定スパインスイッチN9K C9336PQまたはN9K X9736PQ
ラインカードでモジュラスパインスイッチなどのメインデータセンターではサポートが

次世代のみのスパインスイッチは、WANへの接続をサポートします。

リモートリーフスイッチ

•リモートのリーフスイッチ、後で (たとえば N9K-C93180LC-EX) EXで終了する名前と
Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのみがサポートされています。

Cisco Nexus 9000 N9K-C9336C-FXスイッチは、リモートのリーフ
スイッチのサポートされていません。

（注）

•リモートのリーフスイッチする必要がありますにイメージを実行する、スイッチ13.1.x以
降 (aci n9000 dk9.13.1.x.x.bin)検出できる前にします。これにより、リーフスイッチでの手
動アップグレードが必要があります。
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制約事項と制限

Cisco APICのリリースでは、以前にサポートされていませんでした 3.2(x)が、次の機能がサ
ポートされます。

•リモートのリーフスイッチに接続されている FEXデバイス

•リモートのリーフスイッチまたはリモートリーフスイッチとローカルリーフスイッチ間
でという原子カウンタという

• Cisco VXLANでの VLANとシスコの AVで AV

• VXLANでの VLANと ACIの仮想エッジで Cisco ACI仮想エッジ

（注）

リモートリーフ機能では、次の導入と設定がサポートされていません。

• APICコントローラは、リモートのリーフスイッチに直接接続

• VPCドメインでのリモートリーフスイッチで孤立ポートチャネルまたは物理ポート

•コンシューマ、プロバイダー、およびサービスノードがすべてスイッチvPCモードでは、
リモートのリーフに接続されている場合に、リモートロケーション内で転送ローカルト

ラフィックがサポートのみとサービスノードの統合がなければ、

このリリースでは、次の機能を除くで、リモートのリーフスイッチでは、ファブリックおよび

テナントの完全なポリシーがサポートされています。

• ACIマルチサイト

•レイヤ 2 (スタティック Epg)を除く接続外部

• 802.1 qトンネリング

• EPGのための Q-in-Qカプセル化マッピング

• VzAny契約とサービスをコピーします。

•リモートのリーフスイッチの FCoE接続

•ブリッジドメインまたは Epgのカプセル化をフラッディングします。

•高速リンクフェールオーバーポリシー

•遠隔地での管理対象のサービスグラフに接続されたデバイス

• NetFlow

•トラフィックストーム制御

•クラウド秒およびMacSec暗号化

•ファーストホップセキュリティ
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• PTP

•レイヤ 3マルチキャストリモートリーフスイッチ上のルーティング

•リモートのリーフスイッチでの PBRトラッキング

• Openstackおよび Kubernetes VMMドメイン

•メンテナンスモード

•ウィザードのトラブルシューティング

•遠隔地での中継 L3Out

•同じリモートデータセンターで同じポッドおよびポッド全体の 2つのリモートリーフス
イッチ間で直接トラフィックの転送

WANルータとリモートリーフ設定の注意事項
リモートリーフが検出されAPIC管理に組み込まれる前に、WANルータとリモートリーフス
イッチを設定する必要があります。

次の要件に従い、ファブリックスパインスイッチの外部インターフェイスとリモートリーフ

スイッチポートに接続するWANルータを接続します。

WANルータ

•エリア ID、タイプ、コストなど、同じ詳細を有するインターフェイスでOSPFを有効にし
ます。

•メインファブリックの各APICの IPアドレスにつながるインターフェイスでDHCPリレー
を設定します。

•スパインスイッチでVLAN 5インターフェイスに接続するWANルータのインターフェイ
スは、通常のマルチポッドネットワークに接続するインターフェイス以外に、異なるVRF
に存在する必要があります。

リモートリーフスイッチ

•ファブリックポートの 1つから直接接続して、アップストリームルータにリモートリー
フスイッチを接続します。アップストリームルータへの次の接続がサポートされていま

す。

• 40 Gbps以上の接続

• QSFP-SFPアダプタでは、1/10 G SFPがサポートされています

WANの帯域幅は最小で 100 Mbps、最大。サポートされている遅延は 300ミリ秒です。

•上記が推奨されますが、vPCとリモートリーフスイッチのペアを接続する必要はありま
せん。vPCの両端にあるスイッチは、同じリモートデータセンタのリモートリーフスイッ
チである必要があります。
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•一意の IPアドレスを持つ VLAN 4でレイヤ 3サブインターフェイスとしてノースバウン
ドインターフェイスを設定します。

リモートのリーフスイッチからルータに1個以上のインターフェイスを接続する場合、一
意の IPアドレスで各インターフェイスを設定します。

•インターフェイスで OSPFを有効にします。

•リモートリーフスイッチ内の TEPプールサブネットの IPアドレスは、ポッド TEPサブ
ネットプールと重複しないようにする必要があります。使用されるサブネットは /24以下
である必要があります。

•マルチポッドがサポートされますが、リモートリーフ機能は必要ありません。

•単一ポッドファブリックのポッドをリモートリーフスイッチに接続するとき、スパイン
スイッチからWANルータへ、リモートリーフスイッチからWANルータへ L3Outを設
定し、これは両方ともスイッチインターフェイスで VLAN-4を使用します。

•マルチポッドファブリックのポッドをリモートリーフスイッチに接続するとき、スパイ
ンスイッチからWANルータへ、リモートリーフスイッチからWANルータへ L3Outを
設定し、これは両方ともスイッチインターフェイスで VLAN-4を使用します。また、
VLAN-5を使用してマルチポッド内部 L3Outを設定し、リモートリーフスイッチを宛先
としてポッドを通過するトラフィックをサポートします。VLAN 4および VLAN 5を使用
する限り、通常のマルチポッドおよびマルチポッド内部接続は、同じ物理インターフェイ

スで設定できます。

•マルチポッド内部L3Outを設定している場合、通常のマルチポッドL3Outとして同じルー
タ IDを使用しますが、ルータ IDの [ループバックアドレスとしてルータ IDを使用する]
オプションを選択解除して、異なるループバックIPアドレスを設定します。これでECMP
が機能します。

REST APIを使用したリモートリーフスイッチの設定
Cisco APICを有効にして IPNルータとリモートリーフスイッチを検出し接続するには、この
トピックの手順を実行します。

この例では、マルチポッドトポロジで、ポッドにリモートリーフスイッチが接続されている

ことを前提としています。VRFオーバーレイ 1とともに、インフラテナントに設定されてい
る 2個の L3Outsが含まれます。

• 1個は VLAN 4に設定され、リモートリーフスイッチとスパインスイッチ両方がWAN
ルータに接続されている必要があります。

• 1個はマルチポッド内部 L3Outが VLAN5で設定されており、一緒に展開する場合はマル
チポッドとリモートリーフ機能に必要です。
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手順

ステップ 1 ポッドに接続されるように 2個のリモートリーフスイッチに TEPプールを定義するには、次
の例のように XMLで POSTを送信します。

例：

<fabricSetupPol>
<fabricSetupP tepPool="10.0.0.0/16" podId="1" >

<fabricExtSetupP tepPool="30.0.128.0/20" extPoolId="1"/>
</fabricSetupP>
<fabricSetupP tepPool="10.1.0.0/16" podId="2" >

<fabricExtSetupP tepPool="30.1.128.0/20" extPoolId="1"/>
</fabricSetupP>

</fabricSetupPol>

ステップ 2 ノードのアイデンティティポリシーを定義するには、次の例のように XMLで POSTを送信し
ます。

例：

<fabricNodeIdentPol>
<fabricNodeIdentP serial="SAL17267Z7W" name="leaf1" nodeId="101" podId="1"

extPoolId="1" nodeType="remote-leaf-wan"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL27267Z7W" name="leaf2" nodeId="102" podId="1"

extPoolId="1" nodeType="remote-leaf-wan"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL17267Z7Z" name="leaf3" nodeId="201" podId="1"

extPoolId="1" nodeType="remote-leaf-wan"/>
<fabricNodeIdentP serial="SAL17267Z7Z" name="leaf4" nodeId="201" podId="1"

extPoolId="1" nodeType="remote-leaf-wan"/>
</fabricNodeIdentPol>

ステップ 3 ファブリック外部接続プロファイルを設定するには、次の例のように XMLで POSTを送信し
ます。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata totalCount="1">

<fvFabricExtConnP dn="uni/tn-infra/fabricExtConnP-1" id="1"
name="Fabric_Ext_Conn_Pol1" rt="extended:as2-nn4:5:16" siteId="0">

<l3extFabricExtRoutingP name="test">
<l3extSubnet ip="150.1.0.0/16" scope="import-security"/>

</l3extFabricExtRoutingP>
<l3extFabricExtRoutingP name="ext_routing_prof_1">

<l3extSubnet ip="204.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="209.2.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="202.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="207.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="200.0.0.0/8" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="201.2.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="210.2.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="209.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="203.2.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="208.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="207.2.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="100.0.0.0/8" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="201.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="210.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="203.1.0.0/16" scope="import-security"/>
<l3extSubnet ip="208.2.0.0/16" scope="import-security"/>

</l3extFabricExtRoutingP>
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<fvPodConnP id="1">
<fvIp addr="100.11.1.1/32"/>

</fvPodConnP>
<fvPodConnP id="2">

<fvIp addr="200.11.1.1/32"/>
</fvPodConnP>
<fvPeeringP type="automatic_with_full_mesh"/>

</fvFabricExtConnP>
</imdata>

ステップ 4 VLAN 4で L3Outを設定するには、リモートリーフスイッチとスパインスイッチ両方がWAN
ルータに接続され、次の例のように XMLを入力する必要があります。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<polUni>

<fvTenant name="infra" >
<l3extOut name="ipn-multipodInternal">
<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="inherit-ipsec,redistribute,summary"

areaId="0.0.0.5"areaType="nssa" multipodInternal="yes" />
<l3extRsEctx tnFvCtxName="overlay-1" />
<l3extLNodeP name="bLeaf">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="202.202.202.202" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-2/node-202">
<l3extLoopBackIfP addr="202.202.202.212"/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="102.102.102.102" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-102">
<l3extLoopBackIfP addr="102.102.102.112"/>

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="portIf">
<ospfIfP authKeyId="1" authType="none">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName="ospfIfPol" />

</ospfIfP>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="10.0.254.233/30" encap="vlan-5"

ifInstT="sub-interface" tDn="topology/pod-2/paths-202/pathep-[eth5/2]"/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="10.0.255.229/30" encap="vlan-5"

ifInstT="sub-interface" tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth5/2]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extInstP matchT="AtleastOne" name="ipnInstP" />

</l3extOut>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 5 VLAN-5で L3Outを設定するには、マルチポッドとリモートリーフトポロジの両方と、次の
例のように XMLを送信する必要があります。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<polUni>
<fvTenant name="infra">
<l3extOut name="rleaf-wan-test">
<ospfExtP areaId='57' multipodinternal='yes'/>

<bgpExtP/>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="overlay-1"/>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-l3extDom1"/>
<l3extProvLbl descr="" name="prov_mp1" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green"/>

<l3extLNodeP name="rleaf-101">
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<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="202.202.202.202" tDn="topology/pod-1/node-101">
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="portIf">
<l3extRsPathL3OutAtt ifInstT="sub-interface"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/49]" addr="202.1.1.2/30" mac="AA:11:22:33:44:66"
encap='vlan-4'/>

<ospfIfP>

<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospfIfPol'/>

</ospfIfP>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extLNodeP name="rlSpine-201">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="201.201.201.201" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-201">
<!--
<l3extLoopBackIfP addr="201::201/128" descr="" name=""/>
<l3extLoopBackIfP addr="201.201.201.201/32" descr="" name=""/>
-->
<l3extLoopBackIfP addr="::" />

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name="portIf">
<l3extRsPathL3OutAtt ifInstT="sub-interface"

tDn="topology/pod-1/paths-201/pathep-[eth8/36]" addr="201.1.1.1/30" mac="00:11:22:33:77:55"
encap='vlan-4'/>

<ospfIfP>
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospfIfPol'/>

</ospfIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>

<l3extInstP descr="" matchT="AtleastOne" name="instp1" prio="unspecified"
targetDscp="unspecified">

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
</l3extInstP>

</l3extOut>
<ospfIfPol name="ospfIfPol" nwT="bcast"/>

</fvTenant>
</polUni>

リモートのリーフスイッチのダウングレードする前に必要な前提条

件

リモートノードの使用停止し、リモートリーフに関連するポリシー (を削除する必要がありま
すがあれば導入で、リモートのリーフスイッチリリース 3.1 (1)から以降、リモートリーフ機
能をサポートしていない以前のリリースには、APICソフトウェアのダウングレードする場
合、というプールにある)を含む前にダウングレードします。スイッチの使用停止の詳細につ
いてを参照してください。 使用停止およびスイッチの再稼働 で、 CiscoAPICトラブルシュー
ティングガイド 。

（注）
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リモートリーフスイッチをダウングレードする前に、いずれかのタスクが完了することを確

認します。

• vPCドメインを削除します。

• SCVMMを使用している場合は、vTEP -仮想ネットワークアダプタを削除します。

•リモートリーフノードの使用停止および10を待機-15分を完了するタスクの使用停止後。

•削除にWAN L3outにリモートリーフ、テナントインフラ。

• Multipodを使用している場合、インフラ-l3out VLAN 5とを削除します。

•リモートというプールを削除します。

HSRP

HSRPについて
HSRPはファーストホップ冗長プロトコル（FHRP）であり、ファーストホップ IPルータの透
過的なフェールオーバーを可能にします。HSRPは、デフォルトルータの IPアドレスを指定
して設定された、イーサネットネットワーク上の IPホストにファーストホップルーティング
の冗長性を提供します。ルータグループでは HSRPを使用して、アクティブルータおよびス
タンバイルータを選択します。ルータグループでは、アクティブルータはパケットをルーティ

ングするルータであり、スタンバイルータはアクティブルータに障害が発生したときや、プ

リセット条件に達したときに使用されるルータです。

大部分のホストの実装では、ダイナミックなルータディスカバリメカニズムをサポートして

いませんが、デフォルトのルータを設定することはできます。すべてのホスト上でダイナミッ

クなルータディスカバリメカニズムを実行するのは、管理上のオーバーヘッド、処理上のオー

バーヘッド、セキュリティ上の問題など、さまざまな理由で現実的ではありません。HSRPは、
そうしたホストにフェールオーバーサービスを提供します。

HSRPを使用するとき、ホストのデフォルトルータとして HSRP仮想 IPアドレスを設定しま
す（実際のルータ IPアドレスの代わりに）。仮想 IPアドレスは、HSRPが動作するルータの
グループで共有される IPv4または IPv6アドレスです。

ネットワークセグメントに HSRPを設定する場合は、HSRPグループ用の仮想MACアドレス
と仮想 IPアドレスを設定します。グループの各 HSRP対応インターフェイス上で、同じ仮想
アドレスを指定します。各インターフェイス上で、実アドレスとして機能する固有の IPアド
レスおよびMACアドレスも設定します。HSRPはこれらのインターフェイスのうちの 1つを
アクティブルータにするために選択します。アクティブルータは、グループの仮想MACア
ドレス宛てのパケットを受信してルーティングします。

指定されたアクティブルータで障害が発生すると、HSRPによって検出されます。その時点
で、選択されたスタンバイルータが HSRPグループのMACアドレスおよび IPアドレスの制
御を行うことになります。HSRPはこの時点で、新しいスタンバイルータの選択も行います。
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HSRPではプライオリティ指示子を使用して、デフォルトのアクティブルータにするHSRP設
定インターフェイスを決定します。アクティブルータとしてインターフェイスを設定するに

は、グループ内の他のすべてのHSRP設定インターフェイスよりも高いプライオリティを与え
ます。デフォルトのプライオリティは100なので、それよりもプライオリティが高いインター
フェイスを1つ設定すると、そのインターフェイスがデフォルトのアクティブルータになりま
す。

HSRPが動作するインターフェイスは、マルチキャストユーザデータグラムプロトコル（UDP）
ベースの helloメッセージを送受信して、障害を検出し、アクティブおよびスタンバイルータ
を指定します。アクティブルータが設定された時間内に helloメッセージを送信できなかった
場合は、最高のプライオリティのスタンバイルータがアクティブルータになります。アクティ

ブルータとスタンバイルータ間のパケットフォワーディング機能の移動は、ネットワーク上

のすべてのホストに対して完全に透過的です。

1つのインターフェイス上で複数の HSRPグループを設定できます。仮想ルータは物理的には
存在しませんが、相互にバックアップするように設定されたインターフェイスにとって、共通

のデフォルトルータになります。アクティブルータの IPアドレスを使用して、LAN上でホス
トを設定する必要はありません。代わりに、仮想ルータの IPアドレス（仮想 IPアドレス）を
ホストのデフォルトルータとして設定します。アクティブルータが設定時間内に helloメッ
セージを送信できなかった場合は、スタンバイルータが引き継いで仮想アドレスに応答し、ア

クティブルータになってアクティブルータの役割を引き受けます。ホストの観点からは、仮

想ルータは同じままです。

ルーテッドポートで受信した HSRP仮想 IPアドレス宛のパケットは、ローカルルータ上で終
端します。そのルータがアクティブHSRPルータであるのかスタンバイHSRPルータであるの
かは関係ありません。このプロセスには pingトラフィックと Telnetトラフィックが含まれま
す。レイヤ 2（VLAN）インターフェイスで受信した HSRP仮想 IPアドレス宛のパケットは、
アクティブルータ上で終端します。

（注）

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。

• HSRP状態は、HSRP IPv4および IPv6の両方で同じである必要があります。フェールオー
バー後に同じ状態になるようにするには、プライオリティとプリエンプションを設定する

必要があります。

•現在、1個の IPv4と 1個の IPv6グループのみが Cisco ACIの同じサブインターフェイスで
サポートされています。デュアルスタックが設定されている場合でも、仮想MACは IPv4
および IPv6 HSRPの設定で同じである必要があります。

• HSRPピアに接続しているネットワークが純粋なレイヤ 2ネットワークである場合、BFD
IPv4および IPv6がサポートされています。リーフスイッチでは、別のルータのMACア
ドレスを設定する必要があります。BFDセッションは、リーフインターフェイスで異な
るMACアドレスを設定する場合にのみアクティブになります。
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•ユーザーは、デュアルスタック設定の IPv4および IPv6 HSRPグループに同じMACアド
レスを設定する必要があります。

• HSRP VIPはインターフェイス IPと同じサブネット内にある必要があります。

• HSRP設定のインターフェイス遅延を設定することをお勧めします。

• HSRPは、ルーテッドインターフェイスまたはサブインターフェイスでのみサポートされ
ます。HSRPは、VLANインターフェイスおよびスイッチ済み仮想インターフェイス（SVI）
ではサポートされていません。したがって、HSRPの VPCサポートは使用できません。

• HSRPのオブジェクトトラッキングはサポートされていません。

• SNMPの HSRP管理情報ベース（MIB）はサポートされません。

• HSRPでは、複数グループの最適化（MGO）はサポートされていません。

• ICMP IPv4および IPv6のリダイレクトはサポートされていません。

• Cold StandbyおよびNon-Stop Forwarding（NSF）は、Cisco ACI環境で再起動できないため
サポートされていません。

• HSRPはリーフスイッチでのみサポートされているため、拡張ホールドダウンタイマーの
サポートはありません。HSRPはスパインスイッチでサポートされていません。

• APIC内では、HSRPのバージョン変更はサポートされていません。設定を削除し、新し
いバージョンを再設定する必要があります。

• HSRPバージョン 2は HSRPバージョン 1と相互運用できません。どちらのバージョンも
相互に排他的なので、インターフェイスはバージョン 1およびバージョン 2の両方を運用
できません。しかし、同一ルータの異なる物理インターフェイス上であれば、異なるバー

ジョンを実行できます。

•ルートセグメンテーションは、HSRPがインターフェイスでアクティブな場合、Cisco
Nexus 93128TX、Cisco Nexus 9396PX、および Cisco Nexus 9396TXリーフスイッチでプロ
グラムされています。したがって、インターフェイスでルートパケットに実施する

DMAC=router MACチェックはありません。この制限は、Cisco Nexus 93180LC EX、Cisco
Nexus 93180YC-EX、Cisco Nexus 93108TC EXリーフスイッチには適用されません。

• HSRP設定は、基本的な GUIモードではサポートされていません。APICリリース 3.0 (1)
以降、基本的な GUIモードが廃止されました。

•ファブリックからレイヤ 3アウトトラフィックは、状態に関係なく HSRPリーフスイッ
チ全体で常にロードバランスします。HSRPリーフスイッチが複数のポッドにわたる場
合、ファブリックからアウトトラフィックは同じポッドで常にリーフスイッチを使用し

ます。

•この制限は、以前の Cisco Nexus 93128TX、Cisco Nexus 9396PXと Cisco Nexus 9396TXス
イッチの一部に適用されます。HSRPを使用すると、レイヤ 2の外部デバイスのフラッピ
ングを防ぐため、ルーテッドインターフェイスまたはルーテッドサブインターフェイス

のMACアドレスを 1個変更する必要があります。これは、インターフェイス論理プロ
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ファイルの下で論理インターフェイスごとに Cisco APICが同じMACアドレス
（00:22:BD:F8:19:FF）を割り当てるためです。

REST APIを使用した APIC内の HSRPの設定
リーフスイッチが設定されている場合、HSRPが有効になっています。

始める前に

•テナントおよび VRFを設定する必要があります。

• VLANプールは、適切な VLAN範囲が定義され、レイヤ 3ドメインが作成されて VLAN
プールに接続されている状態で設定される必要があります。

•エンティティプロファイルの接続も、レイヤ3ドメインに関連付けられている必要があり
ます。

•リーフスイッチのインターフェイスプロファイルは必要に応じて設定する必要がありま
す。

手順

ステップ 1 ポートセレクタを作成します。

例：

<polUni>
<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="TenantNode_101">
<infraLeafS name="leafselector" type="range">
<infraNodeBlk name="nodeblk" from_="101" to_="101">

</infraNodeBlk>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-TenantPorts_101"/>

</infraNodeP>
<infraAccPortP name="TenantPorts_101">
<infraHPortS name="portselector" type="range">
<infraPortBlk name="portblk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="41" toPort="41">

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-TenantPortGrp_101"/>

</infraHPortS>
</infraAccPortP>
<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="TenantPortGrp_101">
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-AttEntityProfTenant"/>
<infraRsHIfPol tnFabricHIfPolName="default"/>

</infraAccPortGrp>
</infraFuncP>

</infraInfra>
</polUni>

ステップ 2 テナントポリシーを作成します。
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例：

<polUni>
<fvTenant name="t9" dn="uni/tn-t9" descr="">
<fvCtx name="t9_ctx1" pcEnfPref="unenforced">
</fvCtx>
<fvBD name="t9_bd1" unkMacUcastAct="flood" arpFlood="yes">
<fvRsCtx tnFvCtxName="t9_ctx1"/>
<fvSubnet ip="101.9.1.1/24" scope="shared"/>

</fvBD>
<l3extOut dn="uni/tn-t9/out-l3extOut1" enforceRtctrl="export" name="l3extOut1">
<l3extLNodeP name="Node101">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="210.210.121.121" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-101"/>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="t9_ctx1"/>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-dom1"/>
<l3extInstP matchT="AtleastOne" name="extEpg" prio="unspecified"

targetDscp="unspecified">
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="176.21.21.21/21" name=""

scope="import-security"/>
</l3extInstP>

</l3extOut>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 3 LLDPインターフェイスポリシーを作成します。.

例：

<polUni>
<fvTenant name="t9" dn="uni/tn-t9" descr="">
<hsrpIfPol name="hsrpIfPol" ctrl="bfd" delay="4" reloadDelay="11"/>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 4 HSRPグループポリシーを作成します。.

例：

<polUni>
<fvTenant name="t9" dn="uni/tn-t9" descr="">
<hsrpIfPol name="hsrpIfPol" ctrl="bfd" delay="4" reloadDelay="11"/>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 5 HSRPインターフェイスプロファイルおよび HSRPグループプロファイルを作成します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="t9" dn="uni/tn-t9" descr="">
<l3extOut dn="uni/tn-t9/out-l3extOut1" enforceRtctrl="export" name="l3extOut1">
<l3extLNodeP name="Node101">
<l3extLIfP name="eth1-41-v6" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<hsrpIfP name="eth1-41-v6" version="v2">
<hsrpRsIfPol tnHsrpIfPolName="hsrpIfPol"/>

<hsrpGroupP descr="" name="HSRPV6-2" groupId="330" groupAf="ipv6" ip="fe80::3"
mac="00:00:0C:18:AC:01" ipObtainMode="admin">

<hsrpRsGroupPol tnHsrpGroupPolName="G1"/>
</hsrpGroupP>

</hsrpIfP>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="2002::100/64" descr="" encap="unknown"

encapScope="local" ifInstT="l3-port" llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular"
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mtu="inherit" tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/41]" targetDscp="unspecified">

<l3extIp addr="2004::100/64"/>
</l3extRsPathL3OutAtt>

</l3extLIfP>
<l3extLIfP name="eth1-41-v4" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<hsrpIfP name="eth1-41-v4" version="v1">
<hsrpRsIfPol tnHsrpIfPolName="hsrpIfPol"/>
<hsrpGroupP descr="" name="HSRPV4-2" groupId="51" groupAf="ipv4"

ip="177.21.21.21" mac="00:00:0C:18:AC:01" ipObtainMode="admin">
<hsrpRsGroupPol tnHsrpGroupPolName="G1"/>

</hsrpGroupP>
</hsrpIfP>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="177.21.21.11/24" descr="" encap="unknown"

encapScope="local" ifInstT="l3-port" llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular"
mtu="inherit" tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/41]" targetDscp="unspecified">

<l3extIp addr="177.21.23.11/24"/>
</l3extRsPathL3OutAtt>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>

</l3extOut>
</fvTenant>

</polUni>

IP Multicast：IPマルチキャスト

レイヤ 3マルチキャスト
ACIファブリックでは、ほとんどのユニキャストとマルチキャストルーティングが同じ境界
リーフスイッチで稼働しており、ユニキャストルーティングプロトコル上でマルチキャスト

プロトコルが稼働しています。

このアーキテクチャでは、ボーダーリーフスイッチのみが完全なProtocol Independent Multicast
（PIM）プロトコルを実行します。非ボーダーリーフスイッチは、インターフェイス上でパッ
シブモードの PIMを実行します。これらは、その他の PIMルータとピアリングしません。
ボーダーリーフスイッチは、L3 Outを介してそれらの接続された他の PIMルータとピアリン
グし、またそれら相互にもピアリングします。

次の図に、マルチキャストクラウド内のルータ（R1と R2）に接続しているボーダーリーフ
（BL）スイッチを示します。マルチキャストルーティングを必要とするファブリック内の各
Virtual Routing and Forwarding（VRF）は、それぞれ別に外部マルチキャストルータとピアリン
グします。
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図 39 :マルチキャストクラウドの概要

レイヤ 3マルチキャストの設定に関するガイドライン
次のガイドラインを参照してください。

•レイヤ 3マルチキャストの設定は VRFレベルで実行されます。そのため、VRF内とマル
チキャスト内のプロトコル機能が VRFで有効になり、各マルチキャスト VRFを個別にオ
ンまたはオフにすることができます。

•マルチキャストで VRFが有効になると、有効になった VRFの個別のブリッジドメイン
(BD)とL3 Outを有効にしてマルチキャストを設定できます。デフォルトでは、マルチキャ
ストはすべての BDおよびレイヤ 3 Outで無効になっています。

•現時点では、レイヤ 3マルチキャストは、共有 L3 Outで設定された VRFではサポートさ
れていません。

• Any Source Multicast (ASM)と Source-Specific Multicast (SSM)はサポートされています。

•現時点では、双方向 PIM、ACIファブリック内のランデブーポイント (RP)、および PIM
IPv6はサポートされていません。
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• IGMPスヌーピングは、マルチキャストルーティングが有効になっているパーペイシブブ
リッジドメインでは無効にできません。

•マルチキャストルータは、パーペイシブブリッジドメインではサポートされていません。

•次の -EXでレイヤ 3のマルチキャスト機能がサポートされているリーフスイッチのモデ
ルします。

• N9K-93180YC-EX

• N9K-93108TC-EX

• N9K-93180LC-EX

•レイヤ 3ポートとサブインターフェイスはサポートされていますが、外部SVIはサポート
されていません。外部 SVIがサポートされていないため、PIMを L3-VPCで有効にできま
せん。

•マルチポッドのレイヤ 3マルチキャストサポートについて、イングレスリーフスイッチ
はマルチキャストルーティングに対応しているブリッジドメインに接続されたソースか

らパケットを受信するとき、イングレスリーフスイッチはファブリックにルート済みVRF
コピーのみ送信します（ルート済みとはTTLが 1に減少し、source-macが拡散型サブネッ
トMACに再度書き込みされます）。また、出力リーフスイッチも、関連するすべてのブ
リッジドメイン内の受信者へパケットをルーティングします。そのため、受信者のブリッ

ジドメインが送信元と同じで、リーフスイッチが送信元とは異なる場合、その受信者は

同じブリッジドメイン内であっても、ルーティングされたコピーを受け取り続けます。

詳細については、次のリンクで、既存のレイヤ 2設計を活用する multipodサポートレイ
ヤ 3マルチキャストに関する詳細情報を参照してください。 追加ポッド 。

•リリース 3.1(1x)で始まる、FEXにマルチキャストのレイヤ 3はサポートされています。
マルチキャストのソースまたは FEXポートに接続されているレシーバがサポートされま
す。詳細については、テスト環境で FEXを追加する方法について、設定、次の URL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とファブリックエクステンダを参照

してください: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/
application-policy-infrastructure-controller-apic/
200529-Configure-a-Fabric-Extender-with-Applica.html。リリース 3.1(1x)以降のレイヤ 3マ
ルチキャストでは FEXがサポートされていません。マルチキャストのソースまたは FEX
ポートに接続されているレシーバはサポートされていません。
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Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。したがって、外部ルータへ
のレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介したmultipod接続を設
定する場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入
れています（結果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOSで
9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケット
ヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイトにな
ります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く推奨します。たとえば、Cisco
NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などの

コマンドを使用します。

（注）

REST APIを使用したレイヤ 3マルチキャストの設定

手順

ステップ 1 テナント、VRFを設定し、VRFのマルチキャストを有効にします。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-PIM_Tenant" name="PIM_Tenant">
<fvCtx knwMcastAct="permit" name="ctx1">

<pimCtxP mtu="1500">
</pimCtxP>

</fvCtx>
</fvTenant>

ステップ 2 L3アウト設定し、L3アウト上のマルチキャスト (PIM、IGMP)を有効にします。

例：

<l3extOut enforceRtctrl="export" name="l3out-pim_l3out1">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx1"/>
<l3extLNodeP configIssues="" name="bLeaf-CTX1-101">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="200.0.0.1" rtrIdLoopBack="yes"

tDn="topology/pod-1/node-101"/>
<l3extLIfP name="if-PIM_Tenant-CTX1" tag="yellow-green">
<igmpIfP/>
<pimIfP>
<pimRsIfPol tDn="uni/tn-PIM_Tenant/pimifpol-pim_pol1"/>

</pimIfP>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="131.1.1.1/24" ifInstT="l3-port" mode="regular"

mtu="1500" tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/46]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-l3outDom"/>
<l3extInstP name="l3out-PIM_Tenant-CTX1-1topo" >
</l3extInstP>
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<pimExtP enabledAf="ipv4-mcast" name="pim"/>
</l3extOut>

ステップ 3 テナントと enableマルチキャストおよび IGMP BDで BDを設定します。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-PIM_Tenant" name="PIM_Tenant">
<fvBD arpFlood="yes" mcastAllow="yes" multiDstPktAct="bd-flood" name="bd2"

type="regular" unicastRoute="yes" unkMacUcastAct="flood" unkMcastAct="flood">
<igmpIfP/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="l3out-pim_l3out1"/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="ctx1"/>
<fvRsIgmpsn/>
<fvSubnet ctrl="" ip="41.1.1.254/24" preferred="no" scope="private" virtual="no"/>

</fvBD>
</fvTenant>

ステップ 4 IGMPポリシーを設定し、BDに割り当てます。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-PIM_Tenant" name="PIM_Tenant">
<igmpIfPol grpTimeout="260" lastMbrCnt="2" lastMbrRespTime="1" name="igmp_pol"

querierTimeout="255" queryIntvl="125" robustFac="2" rspIntvl="10" startQueryCnt="2"
startQueryIntvl="125" ver="v2">

</igmpIfPol>
<fvBD arpFlood="yes" mcastAllow="yes" name="bd2">
<igmpIfP>

<igmpRsIfPol tDn="uni/tn-PIM_Tenant/igmpIfPol-igmp_pol"/>
</igmpIfP>
</fvBD>

</fvTenant>

ステップ 5 ルートマップ、PIM、および RP設定 VRFのポリシー。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-PIM_Tenant" name="PIM_Tenant">
<pimRouteMapPol name="rootMap">
<pimRouteMapEntry action="permit" grp="224.0.0.0/4" order="10" rp="0.0.0.0"

src="0.0.0.0/0"/>
</pimRouteMapPol>
<fvCtx knwMcastAct="permit" name="ctx1">
<pimCtxP ctrl="" mtu="1500">
<pimStaticRPPol>
<pimStaticRPEntryPol rpIp="131.1.1.2">
<pimRPGrpRangePol>
<rtdmcRsFilterToRtMapPol tDn="uni/tn-PIM_Tenant/rtmap-rootMap"/>

</pimRPGrpRangePol>
</pimStaticRPEntryPol>

</pimStaticRPPol>
</pimCtxP>

</fvCtx>
</fvTenant>

ステップ 6 PIMインターフェイスポリシーを設定し、L3アウトを適用します。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-PIM_Tenant" name="PIM_Tenant">
<pimIfPol authKey="" authT="none" ctrl="" drDelay="60" drPrio="1" helloItvl="30000"

itvl="60" name="pim_pol1"/>
<l3extOut enforceRtctrl="export" name="l3out-pim_l3out1" targetDscp="unspecified">
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<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx1"/>
<l3extLNodeP name="bLeaf-CTX1-101">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="200.0.0.1" rtrIdLoopBack="yes"

tDn="topology/pod-1/node-101"/>
<l3extLIfP name="if-SIRI_VPC_src_recv-CTX1" tag="yellow-green">
<pimIfP>
<pimRsIfPol tDn="uni/tn-tn-PIM_Tenant/pimifpol-pim_pol1"/>

</pimIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>

拡散型ゲートウェイ

共通パーベイシブゲートウェイ

ブリッジドメインごとに IPv4共通ゲートウェイを使用して複数の ACIファブリックを設定で
きます。これにより、1つ以上の仮想マシン（VM）または従来のホストを、ホストがその IP
アドレスを保持したままファブリック間で移動できます。ファブリック間のVMホストの移動
は、VMハイパーバイザによって自動的に行うことができます。ACIファブリックは、同じ場
所に配置することも、複数のサイト間でプロビジョニングすることもできます。ACIファブ
リック間のレイヤ 2接続は、ローカルリンクか、ルーテッドWANリンクになります。次の図
は、基本的な共通パーベイシブゲートウェイトポロジを示しています。

図 40 : ACI複数ファブリック共通パーベイシブゲートウェイ

ブリッジドメインごとの共通パーベイシブゲートウェイの設定要件は、次のとおりです。

•各ファブリックのブリッジドメインMAC（mac）値は一意である必要があります。
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デフォルトのブリッジドメインMAC（mac）アドレス値はすべて
のACIファブリックで同じです。共通パーベイシブゲートウェイ
では、管理者は、ブリッジドメインMAC（mac）値が各ACIファ
ブリックで一意になるように設定する必要があります。

（注）

•ブリッジドメインの仮想MAC（vmac）アドレスとサブネットの仮想 IPアドレスは、ブ
リッジドメインのすべてのACIファブリックで同じにする必要があります。複数のブリッ
ジドメインを、接続されている ACIファブリック間で通信するように設定できます。仮
想MACアドレスと仮想 IPアドレスは、ブリッジドメイン間で共有できます。

REST APIを使用した共通パーベイシブゲートウェイの設定

始める前に

•テナント、VRF、およびブリッジドメインが作成されていること。

手順

共通パーベイシブゲートウェイを設定します。

例：

<!-Things that are bolded only matters-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- api/policymgr/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="test">
<fvCtx name="test"/>

<fvBD name="test" vmac="12:34:56:78:9a:bc">
<fvRsCtx tnFvCtxName="test"/>
<!-- Primary address -->
<fvSubnet ip="192.168.15.254/24" preferred="yes"/>
<!-- Virtual address -->
<fvSubnet ip="192.168.15.1/24" virtual="yes"/>

</fvBD>

<fvAp name="test">
<fvAEPg name="web">
<fvRsBd tnFvBDName="test"/>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]" encap="vlan-1002"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>
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明示プレフィックスリスト

ルートマップ/プロファイルの明示的なプレフィックスリストのサポー
トについて

Cisco APICでは、公開ブリッジドメイン（BD）サブネットと外部の中継ネットワークのイン
バウンドおよびアウトバウンドルートコントロールは、明示的なプレフィックスリストを通

して提供されます。レイヤ 3アウトのインバウンドおよびアウトバウンドルートコントロー
ルは、ルートマップ/プロファイル（rtctrlProfile）によって管理されます。ルートマップ/プロ
ファイルポリシーは、Cisco ACIファブリックでレイヤ 3アウトを完全に管理するプレフィッ
クスリストをサポートし\ています。

プレフィックスリストのサブネットは、ブリッジドメイン公開サブネットまたは外部のネッ

トワークを表すことがあります。明示的なプレフィックスリストは別の方法を示し、次の代わ

りに使用できます。

• BDを介して BDサブネットをレイヤ 3アウト関係にアドバタイズします。

BDのサブネットは、アドバタイズされるサブネットに公開とし
てマークする必要があります。

（注）

•中継トラフィックと外部ネットワークをアドバタイジングするため、エクスポート/イン
ポートルートコントロールにより l3extInstPでサブネットを指定します。

明示的なプレフィックスリストは一致ルートの宛先（rtctrlMatchRtDest）と呼ばれる新しい一
致タイプで定義されます。使用例は次の APIの例で説明します。
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図 41 : APIの外部ポリシーモデル

明示的なプレフィクスリストを使用する場合の一致ルール、ルール設定に関する追加情報は次

の通りです。

一致ルール

•テナント（fvTenant）で、ルートマップフィルタリングの一致プロファイル（rtctrlSubjP）
を作成できます。各一致プロファイルは1個以上の一致ルールを含めることができます。
一致ルールでは、複数の一致タイプをサポートしています。Cisco APICリリース 2.1(x)以
前、サポートされていた一致タイプは明示的なプレフィックスリストおよびコミュニティ

リストでした。

Cisco APICリリース 2.1(x)より、明示的なプレフィック一致または一致ルートの宛先
（rtctrlMatchRtDest）がサポートされています。

一致プレフィックスリスト（rtctrlMatchRtDest）は、オプションの集約フラグで 1つまた
は複数のサブネットがサポートされています。集約フラグは、設定で言及されているマス

クから始めて、プレフィックスのアドレスファミリで許可されている最大数のマスクに達

するまで、プレフィックスが複数のマスクと一致できるようにするために使用されます。

これは、NX-OSソフトウェアのプレフィックスリストの「le」オプションに相当します
(たとえば 10.0.0.0/8 le 32)。
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プレフィクスリストは、次のケースに対応するために使用できます。

•すべてを許可する（0.0.0.0/0集約フラグ。「0.0.0.0/0 le 32」と同等）

• 1つ以上の特定のプレフィクス (たとえば 10.1.1.0/24)

• 1つ以上の集約フラグを伴うプレフィックス (たとえば 10.1.1.0/24 le 32と同等)。

•明示的なプレフィックス一致ルールには、1個以上のサブネットを含むことが可能で、こ
れらのサブネットはブリッジドメインの公開サブネットまたは外部ネットワークに指定で

きます。またサブネットは、最大サブネットマスクまで集約することもできます (IPv4で
は /32、IPv6では /128)。

•さまざまなタイプの複数の一致ルールが存在する場合 (一致コミュニティや明示的なプレ
フィックスの一致など)、一致ルールは、個々の一致タイプすべての一致ステートメント
が一致する場合だけを許可します。これは ANDフィルタと等価です。明示的なプレフィ
クス一致はサブジェクトプロファイル (rtctrlSubjP)に含められ、サブジェクトプロファイ
ル下に他の一致ルールが存在する場合には論理 ANDを形成します。

•特定の一致タイプ (一致プレフィックスリスト)内では、少なくとも 1つの一致ルールス
テートメントが一致する必要があります。複数の明示的なプレフィックス一致

(rtctrlMatchRtDest)は、論理 ORを形成する同じサブジェクトプロファイル (rtctrlSubjP)下
で定義することができます。

設定ルール

•設定ポリシ－は、設定コミュニティ、設定タグなど明示的なプレフィックスで実施される
設定ルールを定義するために作成する必要があります。

注意事項と制約事項

•次の2つの方法のいずれかを選択し、ルートマップの設定を行う必要があります。両方の
方法を使用する場合は、二重エントリになり定義されていないルートマップになります。

•レイヤ3アウトサイド関係にブリッジドメイン（BD）でルートを追加し、BDを設定
します。

• rtctrlSubjPマッチプロファイルで、マッチプレフィックスを構成します。

• 2.3(x)以降、[deny-static]暗黙エントリはエクスポートルートマップから削除されていま
す。ユーザ-は、静的ルートのエクスポートを制御するために必要な許可と拒否を暗黙で
設定する必要があります。

ルートマップ/プロファイルについて
ルートプロファイルは、関連付けられているセットアクションルールと一致する論理アクショ

ンルールの順序付きのセット (rtctrlCtxP)を定義する論理ポリシーです。ルートプロファイル
では、ルートマップの論理抽象です。複数のルートプロファイルは、1個のルートマップに
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マージすることができます。ルートプロファイルには、以下のいずれかのタイプを指定できま

す。

•プレフィックスとルーティングポリシーと一致:普及サブネット (fvSubnet)と外部のサブ
ネット (l3extSubnet)がルートプロファイルと組み合わせるし、マージされ、1つのルート
マップ (またはルートマップエントリ)になります。一致するプレフィックスとルーティ
ングポリシーは、デフォルト値です。

•一致ルーティングポリシーのみ:は、ルートプロファイルは、ルートマップを生成する
情報の唯一のソースと、その他のポリシー属性が上書きされます。

明示的なプレフィクスリストを使用すると、「ルーティングポリシーのみを一致」にルート

プロファイルのタイプを設定する必要があります。

（注）

一致後の設定プロファイルが定義されていると、レイヤ 3 Outでルートマップを作成する必要
があります。ルートマップは以下のいずれかの方法で作成できます。

•エクスポートルートコントロールでは、「デフォルトエクスポート」ルートマップとイ
ンポートルート制御の「デフォルトインポート」ルートマップを作成します。

• (デフォルトエクスポートまたはデフォルトインポートしないという名前)他のルートマッ
プを作成し、l3extInstPsまたはサブネット、l3extInstPの下の 1つまたは複数の関係を設定
します。

•いずれにしても、ルートマップ内で rtctrlSubjPを指しているによって明示的なプレフィッ
クスリストでルートマップに一致します。

エクスポートとインポートルートマップの設定と一致ルールはグループ化されている相対的

なシーケンスとともにグループ (rtctrlCtxP)間で)。一致の各グループの下でさらに、いずれか
に関係ステートメント (rtctrlCtxP)を設定し、または一致プロファイルの詳細については、使用
可能な (rtctrlSubjP)。

(たとえばBGPプロトコル)は、アウトのレイヤ3で有効になっているすべてのプロトコルは、
エクスポートを使用し、ルートフィルタリングのマップをインポートルート。

明示プレフィックスリストの集約サポート

一致するプレフィックスリストの各プレフィックス（rtctrlMatchRtDest）は、1つのプレフィッ
クスリストエントリに一致する複数のサブネットをサポートするように集約できます。

集約されたプレフィックスとBDプライベートサブネット：集約または完全一致を使用して明
示プレフィクス一致リスト内のサブネットがBDプライベートサブネットと一致していても、
明示プレフィックスリストを使用してルーティングプロトコルからプライベートサブネット

はアドバタイズされません。BDサブネットの範囲は、BDサブネットをアドバタイズするた
め明示プレフィックスリスト機能に対して「public」に設定する必要があります。
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REST APIを使用して、明示的なプレフィックスリストでルートマッ
プ/プロファイルの設定

始める前に

•テナントと VRFを設定する必要があります。

手順

明示的なプレフィックスリストを使用してルートマップ/プロファイルを設定します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fvTenant name="PM" status="">

<rtctrlAttrP name="set_dest">
<rtctrlSetComm community="regular:as2-nn2:5:24" />

</rtctrlAttrP>
<rtctrlSubjP name="allow_dest">

<rtctrlMatchRtDest ip="192.169.0.0/24" />
<rtctrlMatchCommTerm name="term1">

<rtctrlMatchCommFactor community="regular:as2-nn2:5:24" status="" />
<rtctrlMatchCommFactor community="regular:as2-nn2:5:25" status="" />

</rtctrlMatchCommTerm>
<rtctrlMatchCommRegexTerm commType="regular" regex="200:*" status="" />

</rtctrlSubjP>
<rtctrlSubjP name="deny_dest">

<rtctrlMatchRtDest ip="192.168.0.0/24" />
</rtctrlSubjP>
<fvCtx name="ctx" />
<l3extOut name="L3Out_1" enforceRtctrl="import,export" status="">

<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx" />
<l3extLNodeP name="bLeaf">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="1.2.3.4" />
<l3extLIfP name="portIf">

<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/25]"
ifInstT="sub-interface" encap="vlan-1503" addr="10.11.12.11/24" />

<ospfIfP />
</l3extLIfP>
<bgpPeerP addr="5.16.57.18/32" ctrl="send-com" />
<bgpPeerP addr="6.16.57.18/32" ctrl="send-com" />

</l3extLNodeP>
<bgpExtP />
<ospfExtP areaId="0.0.0.59" areaType="nssa" status="" />
<l3extInstP name="l3extInstP_1" status="">

<l3extSubnet ip="17.11.1.11/24" scope="import-security" />
</l3extInstP>
<rtctrlProfile name="default-export" type="global" status="">

<rtctrlCtxP name="ctx_deny" action="deny" order="1">
<rtctrlRsCtxPToSubjP tnRtctrlSubjPName="deny_dest" status="" />

</rtctrlCtxP>
<rtctrlCtxP name="ctx_allow" order="2">

<rtctrlRsCtxPToSubjP tnRtctrlSubjPName="allow_dest" status="" />
</rtctrlCtxP>
<rtctrlScope name="scope" status="">

<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="set_dest" status="" />
</rtctrlScope>

</rtctrlProfile>

Cisco APIC REST API設定ガイド
389

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

REST APIを使用して、明示的なプレフィックスリストでルートマップ/プロファイルの設定



</l3extOut>
<fvBD name="testBD">

<fvRsBDToOut tnL3extOutName="L3Out_1" />
<fvRsCtx tnFvCtxName="ctx" />
<fvSubnet ip="40.1.1.12/24" scope="public" />
<fvSubnet ip="40.1.1.2/24" scope="private" />
<fvSubnet ip="2003::4/64" scope="public" />

</fvBD>
</fvTenant>

IPアドレスエージングトラッキング

概要

IPエージングポリシーは、エンドポイントの未使用の IPアドレスを追跡しエージングが行わ
れます。トラッキングはブリッジドメインに設定されたエンドポイント保持ポリシーを使用し

て実行され、ローカルエンドポイントエージング間隔の 75%で、ARP要求（IPv4）やネイ
バー要請（IPv6）を送信します。IPアドレスから応答を受信しなかった場合、その IPアドレ
スはエージングアウトします。

このドキュメントでは、IPエージングポリシーを設定する方法について説明します。

REST APIを使用した IPエージングの設定
このセクションでは、REST APIを使用した IPエージングポリシーを有効および無効にする方
法を説明します。

手順

ステップ 1 IPエージングポリシーを有効にするには：

例：

<epIpAgingP adminSt="enabled" descr="" dn="uni/infra/ipAgingP-default" name="default"
ownerKey="" ownerTag=""/>

ステップ 2 IPエージングポリシーを無効にするには：

例：

<epIpAgingP adminSt="disabled" descr="" dn="uni/infra/ipAgingP-default" name="default"
ownerKey="" ownerTag=""/>
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次のタスク

エンドポイントの IPアドレスをトラッキングするために使用される間隔を指定するには、次
の例のように XMLで postを送信することによって、エンドポイント保持ポリシーを作成しま
す。

<fvEpRetPol bounceAgeIntvl="630" bounceTrig="protocol"
holdIntvl="350" lcOwn="local" localEpAgeIntvl="900" moveFreq="256"
name="EndpointPol1" remoteEpAgeIntvl="350"/>

ルート集約

BGP、OSPF、および REST APIを使用して EIGRPのルート集約の設定

手順

ステップ 1 次のように、REST APIを使用して BGPルート集約を設定します。

例：

<fvTenant name="common">
<fvCtx name="vrf1"/>

<bgpRtSummPol name=“bgp_rt_summ” cntrl=‘as-set'/>
<l3extOut name=“l3_ext_pol” >

<l3extLNodeP name="bLeaf">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId=“20.10.1.1"/>

<l3extLIfP name='portIf'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/31]"

ifInstT=‘l3-port’ addr=“10.20.1.3/24/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<bgpExtP />
<l3extInstP name="InstP" >

<l3extSubnet ip="10.0.0.0/8" scope=“export-rtctrl">
<l3extRsSubnetToRtSumm tDn=“uni/tn-common/bgprtsum-bgp_rt_summ”/>
<l3extRsSubnetToProfile tnRtctrlProfileName=“rtprof"/>

</l3extSubnet>
</l3extInstP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName=“vrf1”/>

</l3extOut>
</fvTenant>

ステップ 2 次の REST APIを使用して、OSPFのエリア間および外部の集約を設定します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvTenant name="t20">
<!--Ospf Inter External route summarization Policy-->
<ospfRtSummPol cost="unspecified" interAreaEnabled="no" name="ospfext"/>
<!--Ospf Inter Area route summarization Policy-->
<ospfRtSummPol cost="16777215" interAreaEnabled="yes" name="interArea"/>
<fvCtx name="ctx0" pcEnfDir="ingress" pcEnfPref="enforced"/>
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<!-- L3OUT backbone Area-->
<l3extOut enforceRtctrl="export" name="l3_1" ownerKey="" ownerTag=""

targetDscp="unspecified">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx0"/>
<l3extLNodeP name="node-101">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="20.1.3.2" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-101"/>
<l3extLIfP name="intf-1">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="20.1.5.2/24" encap="vlan-1001" ifInstT="sub-interface"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/33]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extInstP name="l3InstP1">
<fvRsProv tnVzBrCPName="default"/>
<!--Ospf External Area route summarization-->
<l3extSubnet aggregate="" ip="193.0.0.0/8" name="" scope="export-rtctrl">
<l3extRsSubnetToRtSumm tDn="uni/tn-t20/ospfrtsumm-ospfext"/>

</l3extSubnet>
</l3extInstP>
<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="redistribute,summary" areaId="backbone"

areaType="regular"/>
</l3extOut>
<!-- L3OUT Regular Area-->
<l3extOut enforceRtctrl="export" name="l3_2">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx0"/>
<l3extLNodeP name="node-101">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="20.1.3.2" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-101"/>
<l3extLIfP name="intf-2">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="20.1.2.2/24" encap="vlan-1014" ifInstT="sub-interface"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extInstP matchT="AtleastOne" name="l3InstP2">
<fvRsCons tnVzBrCPName="default"/>
<!--Ospf Inter Area route summarization-->
<l3extSubnet aggregate="" ip="197.0.0.0/8" name="" scope="export-rtctrl">
<l3extRsSubnetToRtSumm tDn="uni/tn-t20/ospfrtsumm-interArea"/>

</l3extSubnet>
</l3extInstP>
<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="redistribute,summary" areaId="0.0.0.57"

areaType="regular"/>
</l3extOut>

</fvTenant>

ステップ 3 次の REST APIを使用して EIGRPの集約を設定します。

例：

<fvTenant name="exampleCorp">
<l3extOut name="out1">
<l3extInstP name="eigrpSummInstp" >
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="197.0.0.0/8" name="" scope="export-rtctrl">

<l3extRsSubnetToRtSumm/>
</l3extSubnet>

</l3extInstP>
</l3extOut>
<eigrpRtSummPol name="pol1" />
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EIGRPを設定するルート集約ポリシーはありません。EIGRPの集約を有効にするた
めに必要なだけの設定では、サマリーサブネット、InstPでです。

（注）

BGP、OSPF、および REST APIを使用して EIGRPのルート集約の設定

手順

ステップ 1 次のように、REST APIを使用して BGPルート集約を設定します。

例：

<fvTenant name="common">
<fvCtx name="vrf1"/>

<bgpRtSummPol name=“bgp_rt_summ” cntrl=‘as-set'/>
<l3extOut name=“l3_ext_pol” >

<l3extLNodeP name="bLeaf">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId=“20.10.1.1"/>

<l3extLIfP name='portIf'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/31]"

ifInstT=‘l3-port’ addr=“10.20.1.3/24/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<bgpExtP />
<l3extInstP name="InstP" >

<l3extSubnet ip="10.0.0.0/8" scope=“export-rtctrl">
<l3extRsSubnetToRtSumm tDn=“uni/tn-common/bgprtsum-bgp_rt_summ”/>
<l3extRsSubnetToProfile tnRtctrlProfileName=“rtprof"/>

</l3extSubnet>
</l3extInstP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName=“vrf1”/>

</l3extOut>
</fvTenant>

ステップ 2 次の REST APIを使用して、OSPFのエリア間および外部の集約を設定します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvTenant name="t20">
<!--Ospf Inter External route summarization Policy-->
<ospfRtSummPol cost="unspecified" interAreaEnabled="no" name="ospfext"/>
<!--Ospf Inter Area route summarization Policy-->
<ospfRtSummPol cost="16777215" interAreaEnabled="yes" name="interArea"/>
<fvCtx name="ctx0" pcEnfDir="ingress" pcEnfPref="enforced"/>
<!-- L3OUT backbone Area-->
<l3extOut enforceRtctrl="export" name="l3_1" ownerKey="" ownerTag=""

targetDscp="unspecified">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx0"/>
<l3extLNodeP name="node-101">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="20.1.3.2" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-101"/>
<l3extLIfP name="intf-1">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="20.1.5.2/24" encap="vlan-1001" ifInstT="sub-interface"
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tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/33]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extInstP name="l3InstP1">
<fvRsProv tnVzBrCPName="default"/>
<!--Ospf External Area route summarization-->
<l3extSubnet aggregate="" ip="193.0.0.0/8" name="" scope="export-rtctrl">
<l3extRsSubnetToRtSumm tDn="uni/tn-t20/ospfrtsumm-ospfext"/>

</l3extSubnet>
</l3extInstP>
<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="redistribute,summary" areaId="backbone"

areaType="regular"/>
</l3extOut>
<!-- L3OUT Regular Area-->
<l3extOut enforceRtctrl="export" name="l3_2">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx0"/>
<l3extLNodeP name="node-101">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="20.1.3.2" rtrIdLoopBack="no"

tDn="topology/pod-1/node-101"/>
<l3extLIfP name="intf-2">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="20.1.2.2/24" encap="vlan-1014" ifInstT="sub-interface"

tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"/>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
<l3extInstP matchT="AtleastOne" name="l3InstP2">
<fvRsCons tnVzBrCPName="default"/>
<!--Ospf Inter Area route summarization-->
<l3extSubnet aggregate="" ip="197.0.0.0/8" name="" scope="export-rtctrl">
<l3extRsSubnetToRtSumm tDn="uni/tn-t20/ospfrtsumm-interArea"/>

</l3extSubnet>
</l3extInstP>
<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="redistribute,summary" areaId="0.0.0.57"

areaType="regular"/>
</l3extOut>

</fvTenant>

ステップ 3 次の REST APIを使用して EIGRPの集約を設定します。

例：

<fvTenant name="exampleCorp">
<l3extOut name="out1">
<l3extInstP name="eigrpSummInstp" >
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="197.0.0.0/8" name="" scope="export-rtctrl">

<l3extRsSubnetToRtSumm/>
</l3extSubnet>

</l3extInstP>
</l3extOut>
<eigrpRtSummPol name="pol1" />

EIGRPを設定するルート集約ポリシーはありません。EIGRPの集約を有効にするた
めに必要なだけの設定では、サマリーサブネット、InstPでです。

（注）
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ルート制御

インポート制御とエクスポート制御を使用するルーティング制御プロ

トコルの設定について

このトピックでは、インポート制御とエクスポート制御を使用するルーティング制御プロトコ

ルを設定する方法の典型的な例を示します。これは、外部 BGPを使用したネットワーク接続
のレイヤ 3が設定されていると仮定します。OSPFで設定されたネットワークの外部レイヤ 3
の次のタスクを実行することもできます。

Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。したがって、外部ルータへ
のレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、または Inter-Pod Network（IPN）を介したmultipod接続を設
定する場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。ACI、Cisco NX-OS、
Cisco IOSなどの一部のプラットフォームでは、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入
れています（結果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OSおよび IOSで
9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRなどの他のプラットフォームは、パケット
ヘッダーのを除くMTU値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイトにな
ります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く推奨します。たとえば、Cisco
NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などの

コマンドを使用します。

（注）

REST APIを使用した、インポート制御とエクスポート制御によるルー
ティング制御プロトコルの設定

この例では、ネットワーク接続 BGPを使用して外部レイヤ 3が設定されていることを前提と
しています。OSPFを使用してネットワークを次のタスクを実行することもできます。

始める前に

•テナント、プライベートネットワーク、およびブリッジドメインが作成されていること。

•レイヤ 3 Outsideテナントネットワークが設定されていること。

手順

インポート制御とエクスポート制御を使用するルート制御プロトコルを設定します。
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例：

<l3extOut descr="" dn="uni/tn-Ten_ND/out-L3Out1" enforceRtctrl="export" name="L3Out1"
ownerKey="" ownerTag="" targetDscp="unspecified">

<l3extLNodeP descr="" name="LNodeP1" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green"
targetDscp="unspecified">

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="1.2.3.4" rtrIdLoopBack="yes"
tDn="topology/pod-1/node-101">

<l3extLoopBackIfP addr="2000::3" descr="" name=""/>
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP descr="" name="IFP1" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">

<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" descr="" name="">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName=""/>

</ospfIfP>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="10.11.12.10/24" descr="" encap="unknown"

ifInstT="l3-port"
llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mtu="1500"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/17]" targetDscp="unspecified"/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="PVN1"/>
<l3extInstP descr="" matchT="AtleastOne" name="InstP1" prio="unspecified"

targetDscp="unspecified">
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="192.168.1.0/24" name="" scope=""/>

</l3extInstP>
<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="redistribute,summary" areaId="0.0.0.1"

areaType="nssa" descr=""/>
<rtctrlProfile descr="" name="default-export" ownerKey="" ownerTag="">

<rtctrlCtxP descr="" name="routecontrolpvtnw" order="3">
<rtctrlScope descr="" name="">

<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="actionruleprofile2"/>
</rtctrlScope>

</rtctrlCtxP>
</rtctrlProfile>

</l3extOut>

レイヤ 3～レイヤ 3アウト VRF間リーク

レイヤ 3アウトからレイヤ 3アウト内部 VRFへの漏洩
Cisco APICリリース 2.2(2e)から、2つの異なるVRFに 2個のレイヤ 3アウトがある場合、VRF
内部の漏洩がサポートされています。

この機能を稼働するには、次の条件を満たす必要があります。

• 2個のレイヤ 3アウト間にはコントラクトが必要です。

•レイヤ3アウトの接続したり移行したりするサブネットのルートは、コントラクトを適用
し（L3Out-L3OutおよびL3Out-EPG）、VRF間の動的または静的ルートを漏洩させること
なく漏洩します。
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•動的または静的ルートは、コントラクトを適用し（L3Out-L3Outおよび L3Out-EPG）、
VRF間で直接接続したり移行したりするルートをアドバタイズすることなく漏洩します。

•異なる VRFの共有のレイヤ 3アウトは相互に通信できます。

• 2個のレイヤ 3アウトは異なる 2個の VRFに存在し、正常にルートを交換できます。

•この強化は、アプリケーション EPGおよびレイヤ 3アウト内部 VRF間の通信と同じで
す。唯一の違いは、アプリケーション EPGではなく別のレイヤ 3アウトが存在します。
したがってこの状況では、コントラクトは 2個のレイヤ 3アウト間で記録されます。

次の図では、共有サブネットによる 2個のレイヤ 3アウトが存在します。両方の VRFでレイ
ヤ 3外部インスタンスプロファイル（l3extInstP）間のコントラクトがあります。この場合、
VRF 1の共有レイヤ 3アウトは VRF 2の共有レイヤ 3と通信できます。

図 42 : 2個の VRF間で通信する共有レイヤ 3アウト

共有設定の 2つのレイヤ REST APIを使用して 2つの Vrfに 3が記録さ
れます。

2つの方法が表示されますが、2つのVrfにレイヤ 3が記録されるを共有する次の REST APIの
設定例は次の通信します。

手順

ステップ 1 プロバイダーレイヤ 3を設定します。

例：

<tenant name=“t1_provider”>
<fvCtx name=“VRF1">
<l3extOut name="T0-o1-L3OUT-1">

<l3extRsEctx tnFvCtxName="o1"/>
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<ospfExtP areaId='60'/>
<l3extInstP name="l3extInstP-1">
<fvRsProv tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
</fvRsProv>
<l3extSubnet ip="192.168.2.0/24" scope=“shared-rtctrl, shared-security"

aggregate=""/>
</l3extInstP>

</l3extOut>
</tenant>

ステップ 2 レイヤ 3 Outコンシューマを設定します。

例：

<tenant name=“t1_consumer”>
<fvCtx name=“VRF2">
<l3extOut name="T0-o1-L3OUT-1">

<l3extRsEctx tnFvCtxName="o1"/>
<ospfExtP areaId=‘70'/>
<l3extInstP name="l3extInstP-2">
<fvRsCons tnVzBrCPName="vzBrCP-1">
</fvRsCons>
<l3extSubnet ip="199.16.2.0/24" scope=“shared-rtctrl, shared-security"

aggregate=""/>
</l3extInstP>

</l3extOut>
</tenant>

概要
このトピックでは、Cisco APICを使用する場合、OSPFなど外部ルートの内部リークを設定す
る方法の一般的な例を説明します。

OSPFからの内部リークは、以前のリリースで使用できるようになりました。この機能により、
OSFPからBGPへルートをリーキングするコミュニティ、基本設定、メトリックなどユーザー
が属性を設定できるようになりました。

REST APIを使用した外部ルートの内部リークの設定

始める前に

•テナント、VRF、およびブリッジドメインが作成されていること。

•外部ルーテッドドメインが作成されていること。

手順

外部ルートのインターリークを設定します。
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例：

<l3extOut descr="" enforceRtctrl="export" name="out1" ownerKey="" ownerTag=""
targetDscp="unspecified">

<l3extLNodeP configIssues="" descr="" name="Lnodep1" ownerKey="" ownerTag=""
tag="yellow-green" targetDscp="unspecified">

<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="1.2.3.4" rtrIdLoopBack="yes"
tDn="topology/pod-1/node-101"/>

<l3extLIfP descr="" name="lifp1" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<ospfIfP authKeyId="1" authType="none" descr="" name="">
<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName=""/>

</ospfIfP>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="12.12.7.16/24" descr="" encap="unknown"

encapScope="local" ifInstT="l3-port" llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular"
mtu="inherit" tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]" targetDscp="unspecified"/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx1"/>
<l3extRsInterleakPol tnRtctrlProfileName="interleak"/>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-Domain"/>
<l3extInstP descr="" matchT="AtleastOne" name="InstP1" prio="unspecified"

targetDscp="unspecified">
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="14.15.16.0/24" name=""

scope="export-rtctrl,import-security"/>
</l3extInstP>
<ospfExtP areaCost="1" areaCtrl="redistribute,summary" areaId="0.0.0.1"

areaType="nssa" descr=""/>
</l3extOut>

SVI外部カプセル化の範囲

SVI外部カプセル化の範囲について
レイヤ 3アウト設定のコンテキストでは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は ACIリー
フスイッチとルータ間に接続性を提供するように設定されます。

デフォルトで単一のレイヤ 3アウトが SVIインターフェイスで設定されている場合、VLANの
カプセル化はファブリック内の複数のノードに範囲が及びます。これは、図で示されるように

SVIインターフェイスが同じ外部カプセル化（SVI）を使用する限り、レイヤ 3アウト SVIが
展開されているファブリックで、ACIファブリックがすべてのノード上に同じブリッジドメイ
ン（VXLAN VN）を設定するため発生します。

ただし、異なるレイヤ 3アウトが展開されている場合、同じ外部カプセル化 (SVI)を使用して
いる場合でも ACIファブリックは異なるブリッジドメインを使用します。
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図 43 :ローカル範囲のカプセル化と 1個のレイヤ 3アウト

図 44 :ローカル範囲のカプセル化と 2個のレイヤ 3アウト

Cisco APICリリース 2.3以降、同じ外部カプセル化（SVI）を使用して、2個以上のレイヤ 3ア
ウトを展開する場合の動作を選択できるようになりました。

カプセル化の範囲は、ローカルまたは VRFとして設定できます。

•ローカル範囲（デフォルト）：例の動作が「ローカル範囲のカプセル化および2個のレイ
ヤ 3アウト」というタイトルの図に表示されます。

• VRF範囲：ACIファブリックが、同じ外部カプセル化（SVI）が展開されているすべての
ノードとレイヤ3アウト上で同じブリッジドメイン（VXLAN VNI）を設定します。「VRF
範囲のカプセル化および 2個のレイヤ 3アウト」というタイトルの図の例を参照してくだ
さい。
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図 45 : VRF範囲のカプセル化および 2個のレイヤ 3アウト

カプセル化スコープ構文

レイヤ 3 Outプロファイルで使用されるカプセル化の範囲を設定するためのオプションは次の
とおりです。

• Ctx ]:特定の VLANのカプセル化の同じ VRFに、すべてのレイヤ 3が記録されるで同じ
外部 SVI。これはグローバル値です。

•ローカル :レイヤ 3 Outごとの一意の外部 SVI。これはデフォルト値です。

CLI、API、および GUI構文間のマッピングは次のとおりです。

表 21 :カプセル化スコープ構文

GUIAPICLI

locallocall3out

VRFctxvrf

カプセル化の範囲を設定する CLIコマンドでは、名前付きのレイヤ 3アウト設定、VRFが設
定されている場合にのみサポートされます。

（注）
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REST APIを使用して、SVIインターフェイスのカプセル化スコープの
設定

始める前に

インターフェイスセレクタが設定されます。

手順

SVIインターフェイスのカプセル化の範囲を設定します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/node/mo/.xml -->
<polUni>
<fvTenant name="coke">
<l3extOut descr="" dn="uni/tn-coke/out-l3out1" enforceRtctrl="export" name="l3out1"

nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" targetDscp="unspecified">
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-Dom1"/>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="vrf0"/>
<l3extLNodeP configIssues="" descr="" name="__ui_node_101" nameAlias="" ownerKey=""

ownerTag="" tag="yellow-green" targetDscp="unspecified">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="1.1.1.1" rtrIdLoopBack="no" tDn="topology/pod-1/node-101"/>

<l3extLIfP descr="" name="int1_11" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag=""
tag="yellow-green">

<l3extRsPathL3OutAtt addr="1.2.3.4/24" descr="" encap="vlan-2001" encapScope="ctx"
ifInstT="ext-svi" llAddr="0.0.0.0" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular" mtu="inherit"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/5]" targetDscp="unspecified"/>

<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extInstP descr="" matchT="AtleastOne" name="epg1" nameAlias="" prefGrMemb="exclude"

prio="unspecified" targetDscp="unspecified">
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="101.10.10.1/24" name="" nameAlias=""

scope="import-security"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
</l3extInstP>
</l3extOut>
</fvTenant>
</polUni>
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SVI自動状態

SVI自動状態について

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

（注）

スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、デバイスのVLANのブリッジング機能とルーティ
ング機能間の論理インターフェイスを表します。SVIは、物理ポート、直接ポートチャネル、
仮想ポートチャネルのメンバーを有することができます。SVI論理インターフェイスはVLAN
に関連付けられ、VLANポートメンバーシップを有します。

SVIの状態はメンバーに依存しません。Cisco APICの SVIのデフォルトの自動状態動作は、自
動状態の値が無効になっているときに最新の状態になっていることを意味します。これは、イ

ンターフェイスが対応するVLANで動作していない場合、SVIがアクティブであることを意味
します。

SVI自動状態の値を有効に変更する場合、関連する VLANのポートメンバーに依存します。
VLANインターフェイスがVLANで複数のポートを有する場合、SVIはVLANのすべてのポー
トがダウンするとダウン状態になります。

表 22 : SVI自動状態

SVI状態の説明SVI自動状態

インターフェイスが対応する VLANで動作していない
場合、SVIがアップ状態であることを意味します。

無効がデフォルトの SVI自動状態の値です。

ディセーブル

SVIは、関連付けられている VLANのポートメンバに
よって異なります。VLANインターフェイスに複数の
ポートを含む場合、SVIはVLANのすべてのポートがダ
ウンするとダウン状態になります。

イネーブル

SVI自動状態の動作のガイドラインと制限事項
次のガイドラインをお読みください。

• SVIの自動状態の動作を有効化または無効化にすると、SVIあたりの自動状態の動作を設
定します。これらはグローバルコマンドではありません。
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REST APIを使用した SVI自動状態の設定

始める前に

•テナントと VRFが設定されています。

•レイヤ 3アウトが設定されており、レイヤ 3アウトの論理ノードプロファイルと論理イン
ターフェイスプロファイルが設定されています。

手順

SVIの自動状態の値を有効にします。

例：

<fvTenant name="t1" >
<l3extOut name="out1">

<l3extLNodeP name="__ui_node_101" >
<l3extLIfP descr="" name="__ui_eth1_10_vlan_99_af_ipv4" >

<l3extRsPathL3OutAtt addr="19.1.1.1/24" autostate="enabled" descr=""
encap="vlan-100" encapScope="local" ifInstT="ext-svi" llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mode="regular" mtu="inherit" tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/10]"
targetDscp="unspecified" />

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>

</l3extOut>
</fvTenant>

自動状態を無効にするには、上記の例では無効に値を変更する必要があります。例：

autostate="disabled".。

ルーティングプロトコル

BGPおよび BFD

BGPレイヤ 3外部ネットワーク接続設定のガイドライン

BGP外部ルーテッドネットワークを設定するときは、以下のガイドラインに従ってください。

•リーフスイッチにルータ IDを作成すると、必ず内部ループバックアドレスが作成されま
す。リーフスイッチにBGP接続をセットアップする場合、ルート IDをインターフェイス
の IPアドレスと同じにすることはできません。これは、その設定が ACIリーフスイッチ
ではサポートされていないためです。ルータ IDは、別のサブネット内の別のアドレスで
ある必要があります。外部レイヤ 3デバイスでは、ルータ IDはループバックアドレスま
たはインターフェイスアドレスです。スタティックルートまたは OSPF設定のいずれか
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を使用して、レイヤ 3デバイスのルーティングテーブルにリーフルータ IDへのルートが
存在することを確認してください。また、レイヤ3デバイスにBGPネイバーをセットアッ
プする場合、使用するピア IPアドレスはリーフスイッチのルータ IDである必要がありま
す。

• BGPを使用する 2つの外部レイヤ 3ネットワークを同じノードに設定する際、ループバッ
クアドレスを明示的に定義する必要があります。このガイドラインに従わないと、BGP
を確立できない可能性があります。

•定義上、ルータ IDはループバックインターフェイスです。ルータ IDを変更してループ
バックに別のアドレスを割り当てるには、ループバックインターフェイスポリシーを作

成する必要があります（ループバックポリシーは、アドレスファミリ、IPv4、および IPv6
ごとに 1つずつ設定できます）。ループバックポリシーを作成しない場合は、ルータ ID
ループバック（デフォルトで有効）を有効にすることができます。ルータ IDループバッ
クが無効である場合、導入先の特定のレイヤ 3 Outsideに対するループバックは作成され
ません。

•この設定作業は iBGPおよび eBGPに適用されます。BGP設定がループバックアドレスに
対するものである場合、iBGPセッションまたはマルチホップ eBGPセッションです。ピ
ア IPアドレスが BGPピアが定義されている物理インターフェイスに対するものである場
合、物理インターフェイスが使用されます。

• IPv6を使用したループバックを介したピアリングを有効にするには、ユーザが IPv6アド
レスを設定する必要があります。

•自律システム機能は eBGPピアでしか使用できません。この機能では、ルータが実際の
ASに加えて、2番めの自律システム（AS）のメンバであるように見せることができます。
ローカルASを使用すると、ピアリングの調整を変更せずに2つの ISPをマージできます。
マージされた ISP内のルータは、新しい自律システムのメンバになりますが、使用者に対
しては古い自律システム番号を使用し続けます。

•リリース 1.2（1x）以降、BGP l3extOut接続のテナントネットワーキングプロトコルポ

リシーは、最大プレフィックス制限を使用して設定できます。これにより、ピアから受信

されるルートプレフィックスの数をモニタし、制限することができます。最大プレフィッ

クス制限を超えると、ログエントリの記録、それ以降のプレフィックスの拒否、固定期間

中にカウントがしきい値未満になった場合の接続の再起動、または接続のシャットダウン

を行うことができます。一度に1つのオプションだけを使用できます。デフォルト設定で
は20,000プレフィックスに制限され、その後は新しいプレフィックスは拒否されます。拒
否オプションが導入されると、BGPは設定されている制限よりも1つ多くプレフィックス
を受け入れ、APICでエラーが発生します。
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Cisco ACIは、IPフラグメンテーションをサポートしていません。
したがって、外部ルータへのレイヤ 3 Outside（L3Out）接続、ま
たは Inter-Pod Network（IPN）を介した multipod接続を設定する
場合は、MTUが両側で適切に設定されていることが重要です。
ACI、Cisco NX-OS、Cisco IOSなどの一部のプラットフォームで
は、設定されたMTU値は IPヘッダーを考慮に入れています（結
果として、最大パケットサイズは、ACIで 9216バイト、NX-OS
および IOSで 9000バイトに設定されます）。ただし、IOS XRな
どの他のプラットフォームは、パケットヘッダーのを除くMTU
値を設定します（結果として最大パケットサイズは 8986バイト
になります）。

各プラットフォームの適切なMTU値については、それぞれの設
定ガイドを参照してください。

CLIベースのコマンドを使用してMTUをテストすることを強く
推奨します。たとえば、Cisco NX-OS CLIで ping 1.1.1.1 df-bit

packet-size 9000 source-interface ethernet 1/1などのコマンド

を使用します。

（注）

BGPの接続タイプとループバックのガイドライン

ACIでは次の BGP接続の種類をサポートし、それらのループバックのガイドラインをまとめ
ています。

スタティックルートまた

は OSPFルートが必要
ルータ IDと同じ
ループバック

ループバックが

必要

BGP接続タイプ

いいえ該当なしいいえ（No）直接 iBGP

はいいいえ（同じノー

ドに複数のレイヤ

3 Outがある場
合）

はい（BGPピ
アごとに個別の

ループバック）

iBGPループバックピアリング

いいえ該当なしいいえ（No）直接 eBGP

○いいえ（同じノー

ドに複数のレイヤ

3 Outがある場
合）

はい（BGPピ
アごとに個別の

ループバック）

eBGPループバックピアリン
グ（マルチホップ）
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ノード BGPタイマー値ごとの各 VRF

この機能を紹介する前に、特定の VRFについて、すべてのノードには同じ BGPタイマーの値
が使用されます。

ノード BGPタイマー値ごとの各 VRF機能の導入により、BGPタイマーを定義し、各ノード
ベースの VRFごとに関連付けることが可能です。ノードでは複数の VRFを所持することが可
能で、それぞれ、fvCtxに対応しています。ノード設定（l3extLNodeP）には、 BGPプロトコ
ルプロファイル（bgpProtP）の設定が含まれており、希望の BGPコンテキストポリシーを参
照します（bgpCtxPol）。これにより、同じVRF内のさまざまなノードが異なるBGPタイマー
の値を含めることが可能になります。

各VRFではノードに bgpDom の具体的なMOを含みます。その名前（プライマリキー）は、
VRF<fvTenant>:<fvCtx>です。属性としてBGPタイマーの値が含まれています（例：holdIntvl、

kaIntvl、maxAsLimit）。

有効なレイヤ 3アウト設定を作成するために必要なすべての手順は、ノード BPGタイマーご
との各 VRFに正常に適用する必要があります。たとえば、次のようなMOは必須です：
fvTenant、fvCtx、l3extOut、l3extInstP、LNodeP、bgpRR.。

ノードでは、BGPタイマーポリシーは次のアルゴリズムに基づいて選択されます。

• BgpProtP が指定されると、bgpProtPの下で参照される bgpCtxPolを使用します。

•それ以外の場合、指定されると対応するfvCtxの下で参照されるbgpCtxPolを使用します。

•それ以外の場合、指定されるとテナントでデフォルトポリシーを使用します。例：
uni/tn-<tenant>/bgpCtxP-default.。

•それ以外の場合、テナント commonの下の defaultポリシーを使用します。例：

uni/tn-common/bgpCtxP-default。これはプログラム済みです。

REST APIを使用したMP-BGPルートリフレクタの設定

手順

ステップ 1 スパインスイッチをルートリフレクタとしてマークします。

例：

POST 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。
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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>

REST APIを使用した BGP外部ルーテッドネットワークの設定

始める前に

外部ルーテッドネットワークを設定するテナントがすでに作成されていること。

ここでは、REST APIを使用して BGP外部ルーテッドネットワークを設定する方法を示しま
す。

例：

手順

例：

<l3extOut descr="" dn="uni/tn-t1/out-l3out-bgp" enforceRtctrl="export" name="l3out-bgp"
ownerKey="" ownerTag="" targetDscp="unspecified">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="ctx3"/>
<l3extLNodeP configIssues="" descr="" name="l3extLNodeP_1" ownerKey="" ownerTag=""
tag="yellow-green" targetDscp="unspecified">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="1.1.1.1" rtrIdLoopBack="no" tDn="topology/pod-1/node-101"/>
<l3extLIfP descr="" name="l3extLIfP_2" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="3001::31:0:1:2/120" descr="" encap="vlan-3001"
encapScope="local" ifInstT="sub-interface" llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF"
mode="regular" mtu="inherit" tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/8]"
targetDscp="unspecified">
<bgpPeerP addr="3001::31:0:1:0/120" allowedSelfAsCnt="3" ctrl="send-com,send-ext-com"
descr="" name="" peerCtrl="bfd" privateASctrl="remove-all,remove-exclusive,replace-as"
ttl="1" weight="1000">
<bgpRsPeerPfxPol tnBgpPeerPfxPolName=""/>

Cisco APIC REST API設定ガイド
408

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

REST APIを使用した BGP外部ルーテッドネットワークの設定



<bgpAsP asn="3001" descr="" name=""/>
</bgpPeerP>
</l3extRsPathL3OutAtt>
</l3extLIfP>
<l3extLIfP descr="" name="l3extLIfP_1" ownerKey="" ownerTag="" tag="yellow-green">
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName=""/>
<l3extRsIngressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsEgressQosDppPol tnQosDppPolName=""/>
<l3extRsPathL3OutAtt addr="31.0.1.2/24" descr="" encap="vlan-3001" encapScope="local"
ifInstT="sub-interface" llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular" mtu="inherit"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/8]" targetDscp="unspecified">
<bgpPeerP addr=“31.0.1.0/24" allowedSelfAsCnt="3" ctrl="send-com,send-ext-com" descr=""
name="" peerCtrl="" privateASctrl="remove-all,remove-exclusive,replace-as" ttl="1"
weight="100">
<bgpRsPeerPfxPol tnBgpPeerPfxPolName=""/>
<bgpLocalAsnP asnPropagate="none" descr="" localAsn="200" name=""/>
<bgpAsP asn="3001" descr="" name=""/>
</bgpPeerP>
</l3extRsPathL3OutAtt>
</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-l3-dom"/>
<l3extRsDampeningPol af="ipv6-ucast" tnRtctrlProfileName="damp_rp"/>
<l3extRsDampeningPol af="ipv4-ucast" tnRtctrlProfileName="damp_rp"/>
<l3extInstP descr="" matchT="AtleastOne" name="l3extInstP_1" prio="unspecified"
targetDscp="unspecified">
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="130.130.130.0/24" name="" scope="import-rtctrl">
</l3extSubnet>
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="130.130.131.0/24" name="" scope="import-rtctrl"/>
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="120.120.120.120/32" name=""
scope="export-rtctrl,import-security"/>
<l3extSubnet aggregate="" descr="" ip="3001::130:130:130:100/120" name=""
scope="import-rtctrl"/>
</l3extInstP>
<bgpExtP descr=""/>
</l3extOut>
<rtctrlProfile descr="" dn="uni/tn-t1/prof-damp_rp" name="damp_rp" ownerKey="" ownerTag=""
type="combinable">
<rtctrlCtxP descr="" name="ipv4_rpc" order="0">
<rtctrlScope descr="" name="">
<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="act_rule"/>
</rtctrlScope>
</rtctrlCtxP>
</rtctrlProfile>
<rtctrlAttrP descr="" dn="uni/tn-t1/attr-act_rule" name="act_rule">
<rtctrlSetDamp descr="" halfLife="15" maxSuppressTime="60" name="" reuse="750"

suppress="2000" type="dampening-pol"/>
</rtctrlAttrP>

REST APIを使用した BFDコンシューマプロトコルの設定

手順

ステップ 1 次の例では、双方向の転送検出（BFD）のインターフェイス設定を示します。

例：
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<fvTenant name="ExampleCorp">
<bfdIfPol name=“bfdIfPol" minTxIntvl="400" minRxIntvl="400" detectMult="5"

echoRxIntvl="400" echoAdminSt="disabled"/>
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2"/>

<l3extLIfP name='portIpv4'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"

ifInstT='l3-port' addr="10.0.0.1/24" mtu="1500"/>
<bfdIfP type=“sha1” key=“password">

<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName=‘bfdIfPol'/>
</bfdIfP>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>

ステップ 2 次の例では、OSPFおよび EIGRPで BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示しま
す。

例：

リーフスイッチ上の BFD

<fvTenant name=“ExampleCorp">
<ospfIfPol name="ospf_intf_pol" cost="10" ctrl="bfd”/>
<eigrpIfPol ctrl="nh-self,split-horizon,bfd"

dn="uni/tn-Coke/eigrpIfPol-eigrp_if_default"
</fvTenant>

例：

スパインスイッチ上の BFD

<l3extLNodeP name="bSpine">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-103" rtrId="192.3.1.8">
<l3extLoopBackIfP addr="10.10.3.1" />
<l3extInfraNodeP fabricExtCtrlPeering="false" />

</l3extRsNodeL3OutAtt>

<l3extLIfP name='portIf'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth5/10]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="20.3.10.1/24"/>
<ospfIfP>

<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospf_intf_pol'/>
</ospfIfP>
<bfdIfP name="test" type="sha1" key="hello" status="created,modified">

<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName='default' status="created,modified"/>
</bfdIfP>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>

ステップ 3 次の例では、BGP上の BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示します。

例：

Cisco APIC REST API設定ガイド
410

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

REST APIを使用した BFDコンシューマプロトコルの設定



<fvTenant name="ExampleCorp">
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2"/>

<l3extLIfP name='portIpv4'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"

ifInstT='l3-port' addr="10.0.0.1/24" mtu="1500">
<bgpPeerP addr="4.4.4.4/24" allowedSelfAsCnt="3" ctrl="bfd" descr=""

name="" peerCtrl="" ttl="1">
<bgpRsPeerPfxPol tnBgpPeerPfxPolName=""/>
<bgpAsP asn="3" descr="" name=""/>

</bgpPeerP>
</l3extRsPathL3OutAtt>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>

ステップ 4 次の例では、スタティックルートで BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示しま
す。

例：

リーフスイッチ上の BFD

<fvTenant name="ExampleCorp">
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2">
<ipRouteP ip=“192.168.3.4" rtCtrl="bfd">
<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2"/>

</ipRouteP>
</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name='portIpv4'>

<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/3]"
ifInstT='l3-port' addr="10.10.10.2/24" mtu="1500" status="created,modified" />

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>

</l3extOut>
</fvTenant>

例：

スパインスイッチ上の BFD

<l3extLNodeP name="bSpine">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-103" rtrId="192.3.1.8">
<ipRouteP ip="0.0.0.0" rtCtrl="bfd">
<ipNexthopP nhAddr="192.168.62.2"/>

</ipRouteP>
</l3extRsNodeL3OutAtt>

<l3extLIfP name='portIf'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth5/10]"

encap='vlan-4' ifInstT='sub-interface' addr="20.3.10.1/24"/>
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<bfdIfP name="test" type="sha1" key="hello" status="created,modified">
<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName='default' status="created,modified"/>

</bfdIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>

ステップ 5 次の例では、IS-ISで BFDを有効にするためのインターフェイス設定を示します。

例：

<fabricInst>
<l3IfPol name="testL3IfPol" bfdIsis="enabled"/>

<fabricLeafP name="LeNode" >
<fabricRsLePortP tDn="uni/fabric/leportp-leaf_profile" />
<fabricLeafS name="spsw" type="range">
<fabricNodeBlk name="node101" to_="102" from_="101" />
</fabricLeafS>

</fabricLeafP>

<fabricSpineP name="SpNode" >
<fabricRsSpPortP tDn="uni/fabric/spportp-spine_profile" />
<fabricSpineS name="spsw" type="range">

<fabricNodeBlk name="node103" to_="103" from_="103" />
</fabricSpineS>

</fabricSpineP>

<fabricLePortP name="leaf_profile">
<fabricLFPortS name="leafIf" type="range">
<fabricPortBlk name="spBlk" fromCard="1" fromPort="49" toCard="1" toPort="49" />

<fabricRsLePortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/leportgrp-LeTestPGrp" />
</fabricLFPortS>

</fabricLePortP>

<fabricSpPortP name="spine_profile">
<fabricSFPortS name="spineIf" type="range">

<fabricPortBlk name="spBlk" fromCard="5" fromPort="1" toCard="5" toPort="2" />
<fabricRsSpPortPGrp tDn="uni/fabric/funcprof/spportgrp-SpTestPGrp" />

</fabricSFPortS>
</fabricSpPortP>

<fabricFuncP>
<fabricLePortPGrp name = "LeTestPGrp">

<fabricRsL3IfPol tnL3IfPolName="testL3IfPol"/>
</fabricLePortPGrp>

<fabricSpPortPGrp name = "SpTestPGrp">
<fabricRsL3IfPol tnL3IfPolName="testL3IfPol"/>

</fabricSpPortPGrp>

</fabricFuncP>

</fabricInst>
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グローバル REST APIを使用して BFDの設定

手順

次の REST APIは、(BFD)を双方向フォワーディング検出のグローバルコンフィギュレーショ
ンを示します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<bfdIpv4InstPol name="default" echoSrcAddr="1.2.3.4" slowIntvl="1000" minTxIntvl="150"
minRxIntvl="250" detectMult="5" echoRxIntvl="200"/>

<bfdIpv6InstPol name="default" echoSrcAddr="34::1/64" slowIntvl="1000" minTxIntvl="150"
minRxIntvl="250" detectMult="5" echoRxIntvl="200"/>
</infraInfra>
</polUni>

REST APIを使用した BFDインターフェイスのオーバーライドの設定

手順

次の REST APIは、(BFD)を双方向フォワーディング検出のインターフェイスのオーバーライ
ドコンフィギュレーションを示します。

例：

<fvTenant name="ExampleCorp">
<bfdIfPol name=“bfdIfPol" minTxIntvl="400" minRxIntvl="400" detectMult="5"

echoRxIntvl="400" echoAdminSt="disabled"/>
<l3extOut name="l3-out">

<l3extLNodeP name="leaf1">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="2.2.2.2"/>

<l3extLIfP name='portIpv4'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/11]"

ifInstT='l3-port' addr="10.0.0.1/24" mtu="1500"/>
<bfdIfP type=“sha1” key=“password">

<bfdRsIfPol tnBfdIfPolName=‘bfdIfPol'/>
</bfdIfP>

</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>
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REST APIを使用した VRFごと、ノード BGPごとのタイマーの設定

次の例では、ノード内の VRFごと、ノード BGPごとのタイマーの設定方法を示します。
bgpProtP (l3extLNodePの下)を設定します。bgpProtPの下で、目的とする関係

(bgpRsBgpNodeCtxPol)を設定します。これは、BGPコンテキストポリシー (bgpCtxPol)に対す
るものです。

手順

node1でノード固有の BGPタイマーポリシーを設定し、node2を、ノード固有ではない BGP
タイマーポリシーで設定します。

例：

POST https://apic-ip-address/mo.xml

<fvTenant name="tn1" >
<bgpCtxPol name="pol1" staleIntvl="25" />
<bgpCtxPol name="pol2" staleIntvl="35" />
<fvCtx name="ctx1" >
<fvRsBgpCtxPol tnBgpCtxPolName="pol1"/>

</fvCtx>
<l3extout name="out1" >
<l3extRsEctx toFvCtxName="ctx1" />
<l3extLNodeP name="node1" >
<bgpProtP name="protp1" >

<bgpRsBgpNodeCtxPol tnBgpCtxPolName="pol2" />
</bgpProtP>

</l3extLNodeP>
<l3extLNodeP name="node2" >
</l3extLNodeP>

この例では、node1は BGPタイマー値をポリシー pol2から取得し、node2は BGPタイマー値
を pol1から取得します。タイマー値は bgpDomに適用されますが、これは VRF tn1:ctx1に対

応しています。これは、「VRFごと、ノード BGPごとのタイマーの値」のセクションで説明
したアルゴリズムに従って選択された、BGPタイマーポリシーに基づきます。

削除するノード BGPタイマーが REST APIを使用してごとの VRFあたり

次の例では、ノード内で既存の VRFごとの各ノード BGPタイマーを削除する方法を示しま
す。

手順

node1で特定の BGPタイマーポリシーのノードを削除します。

例：

POST https://apic-ip-address/mo.xml

<fvTenant name="tn1" >
<bgpCtxPol name="pol1" staleIntvl="25" />
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<bgpCtxPol name="pol2" staleIntvl="35" />
<fvCtx name="ctx1" >
<fvRsBgpCtxPol tnBgpCtxPolName="pol1"/>

</fvCtx>
<l3extout name="out1" >
<l3extRsEctx toFvCtxName="ctx1" />
<l3extLNodeP name="node1" >
<bgpProtP name="protp1" status="deleted" >

<bgpRsBgpNodeCtxPol tnBgpCtxPolName="pol2" />
</bgpProtP>

</l3extLNodeP>
<l3extLNodeP name="node2" >
</l3extLNodeP>

上の例のコードフレーズ <bgpProtP name="protp1" status="deleted" >は、BGPタイマーポ
リシーを削除します。削除後、node1が node1が関連付けられている VRFの BGPタイマーポ
リシーのデフォルト設定になります。上の例では pol1です。

BGP Max Pathの設定

次の機能を使用すると、等コストマルチパスのロードバランシングを有効にするルートテー

ブルへのパスの最大数を追加できます。

REST APIを使用した BGPパスの設定

次の例では、REST APIを使用して BGP最長パス機能を設定する方法の情報を提供します。

<fvTenant descr="" dn="uni/tn-t1" name="t1">
<fvCtx name="v1">

<fvRsCtxToBgpCtxAfPol af="ipv4-ucast" tnBgpCtxAfPolName="bgpCtxPol1"/>
</fvCtx>
<bgpCtxAfPol name="bgpCtxPol1" maxEcmp="8" maxEcmpIbgp="4"/>

</fvTenant>

ASパスプリペンドの設定

BGPピアは、ASパスアトリビュートの長さを増やすことで、リモートピアでベストパス選
択の影響を与えることができます。番号として指定桁の前に付加してASパスアトリビュート
の長さを向上するために使用するメカニズムを提供する ASパス Prepend。

ASパス前に付加は、ルートマップを使用してアウトバウンド方向にのみ適用できます。パス
として前に付加が機能しない iBGPセッションで。

ASパス Prepend機能は、次のように変更を有効に。
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ルートマップと一致するルートの ASパスに、指定した AS番号
を付加します。

（注） • 1個以上の AS番号を設定できます。

• 4バイト番号がサポートされています。

•合計を prependは 32の AS番号。AS番号は、ASパ
スアトリビュートに挿入されます順序を指定する必

要があります。

プリペンド

最後の前に付加 ASパス 1から 10までの範囲に番号として。Prepend-最後-として

次の表では、ASパス Prependの実装の選択基準について説明します。

指定された AS番号を追加します。1プリペンド

最後のAS番号をASパスに付加します。2Prepend-最後-とし
て

指定された AS番号を追加します。Prepend(1)デフォルト

REST APIを使用した ASパスプリペンドの設定

次の例では、REST APIを使用した ASパスプリペンド機能を設定する方法の情報を提供しま
す。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fvTenant name="coke">

<rtctrlAttrP name="attrp1">
<rtctrlSetASPath criteria="prepend">

<rtctrlSetASPathASN asn="100" order="1"/>
<rtctrlSetASPathASN asn="200" order="10"/>
<rtctrlSetASPathASN asn="300" order="5"/>

<rtctrlSetASPath/>
<rtctrlSetASPath criteria="prepend-last-as" lastnum=”9" />

</rtctrlAttrP>

<l3extOut name="out1">
<rtctrlProfile name="rp1">

<rtctrlCtxP name="ctxp1" order="1">
<rtctrlScope>

<rtctrlRsScopeToAttrP tnRtctrlAttrPName="attrp1"/>
</rtctrlScope>

</rtctrlCtxP>
</rtctrlProfile>

</l3extOut>
</fvTenant>

BGP自律システムのオーバーライドについて

BGPのループ防止は、自律システムパスの自律システム番号を確認することで行われます。
受信側のルータが受信した BGPパケットの自律システムパスで独自の自律システム番号が表
示される場合、パケットは廃棄されます。受信側のルータでは、パケットが独自の自律システ
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ムから発信され、最初に発信元から同じ場所に達したことが想定されます。この設定では、

ルーティングループが発生しないようにするためのデフォルトです。

別の自立システム番号によりリンクする同一の自律システム番号を持つさまざまなサイトや禁

止ユーザーのサイトを使用する場合、デフォルトルートのループが発生しないようにする設定

によって問題が発生する可能性があります。このようなシナリオでは、その他のサイトが受信

した場合 1つのサイトからのルーティング更新は廃棄されます。

そのような状況が発生しないようにするには、BGP自律システムオーバーライド機能を有効
にしてデフォルト設定を上書きします。同時に、ピア ASチェックの無効化も有効にする必要
があります。

自律システムオーバライド機能では、発信元のルータからの自律システム番号を、アウトバウ

ンドルートの ASパスの BGPルータ送信の自律システム番号に置き換えます。アドレスファ
ミリごとにこの機能を有効にできます（IPv4または IPv6）。

自律システムオーバライド機能は、GOLFレイヤ 3設定および非 GOLFレイヤ 3の設定でサ
ポートされています。

図 46 :自律システムオーバライド機能を説明するトポロジ例

ルータ 1およびルータ 2は、複数のサイトを持つ 2つの顧客です（サイトAとサイト B）。顧
客ルータ 1は AS 100で動作し、顧客ルータ 2は AS 200で動作します。

上の図は、次のような自律システム（AS）オーバーライドプロセスを示しています。

1. ルータ Aサイト 1では、AS100でルート 10.3.3.3をアドバタイズします。

2. ルータ PE-1は、AS100として PE2へ内部ルートとして反映します。

3. ルータPE-2はAS121で 10.3.3.3をプリペンドし（ASパスの 100を 121に置き換えます）、
プレフィックスをプロパゲートします。

4. ルータ 2サイト Bは 10.3.3.3更新プログラムを承認します。
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REST APIを使用した自律システムオーバーライド対応のネットワークのルーティング
BGP外部の設定

手順

自律型オーバーライドを有効にして、BGP外部ルーテッドネットワークを設定します。

例：

<fvTenant name="coke">

<fvCtx name="coke" status="">
<bgpRtTargetP af="ipv4-ucast">

<bgpRtTarget type="import" rt="route-target:as4-nn2:1234:1300" />
<bgpRtTarget type="export" rt="route-target:as4-nn2:1234:1300" />

</bgpRtTargetP>
<bgpRtTargetP af="ipv6-ucast">

<bgpRtTarget type="import" rt="route-target:as4-nn2:1234:1300" />
<bgpRtTarget type="export" rt="route-target:as4-nn2:1234:1300" />

</bgpRtTargetP>
</fvCtx>

<fvBD name="cokeBD">
<!-- Association from Bridge Doamin to Private Network -->
<fvRsCtx tnFvCtxName="coke" />
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="routAccounting" />
<!-- Subnet behind the bridge domain-->
<fvSubnet ip="20.1.1.1/16" scope="public"/>
<fvSubnet ip="2000:1::1/64" scope="public"/>

</fvBD>
<fvBD name="cokeBD2">

<!-- Association from Bridge Doamin to Private Network -->
<fvRsCtx tnFvCtxName="coke" />
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="routAccounting" />
<!-- Subnet behind the bridge domain-->
<fvSubnet ip="30.1.1.1/16" scope="public"/>

</fvBD>
<vzBrCP name="webCtrct" scope="global">

<vzSubj name="http">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="default"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

<!-- GOLF L3Out -->
<l3extOut name="routAccounting">

<l3extConsLbl name="golf_transit" owner="infra" status=""/>
<bgpExtP/>
<l3extInstP name="accountingInst">

<!--
<l3extSubnet ip="192.2.2.0/24" scope="import-security,import-rtctrl" />
<l3extSubnet ip="192.3.2.0/24" scope="export-rtctrl"/>
<l3extSubnet ip="192.5.2.0/24" scope="export-rtctrl"/>
<l3extSubnet ip="64:ff9b::c007:200/120" scope="export-rtctrl" />
-->
<l3extSubnet ip="0.0.0.0/0"

scope="export-rtctrl,import-security"
aggregate="export-rtctrl"
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/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct"/>

</l3extInstP>

<l3extRsEctx tnFvCtxName="coke"/>
</l3extOut>

<fvAp name="cokeAp">
<fvAEPg name="cokeEPg" >

<fvRsBd tnFvBDName="cokeBD" />
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth1/20]" encap="vlan-100"

instrImedcy="immediate" mode="regular"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct"/>

</fvAEPg>
<fvAEPg name="cokeEPg2" >

<fvRsBd tnFvBDName="cokeBD2" />
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-103/pathep-[eth1/20]" encap="vlan-110"

instrImedcy="immediate" mode="regular"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

<!-- Non GOLF L3Out-->
<l3extOut name="NonGolfOut">

<bgpExtP/>
<l3extLNodeP name="bLeaf">

<!--
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="20.1.13.1"/>
-->
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="20.1.13.1">
<l3extLoopBackIfP addr="1.1.1.1"/>

<ipRouteP ip="2.2.2.2/32" >
<ipNexthopP nhAddr="20.1.12.3"/>

</ipRouteP>

</l3extRsNodeL3OutAtt>
<l3extLIfP name='portIfV4'>

<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/17]"
encap='vlan-1010' ifInstT='sub-interface' addr="20.1.12.2/24">

</l3extRsPathL3OutAtt>
</l3extLIfP>
<l3extLIfP name='portIfV6'>

<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/17]"
encap='vlan-1010' ifInstT='sub-interface' addr="64:ff9b::1401:302/120">

<bgpPeerP addr="64:ff9b::1401:d03" ctrl="send-com,send-ext-com" />
</l3extRsPathL3OutAtt>

</l3extLIfP>
<bgpPeerP addr="2.2.2.2" ctrl="as-override,disable-peer-as-check,

send-com,send-ext-com" status=""/>
</l3extLNodeP>
<!--
<bgpPeerP addr="2.2.2.2" ctrl="send-com,send-ext-com" status=""/>
-->
<l3extInstP name="accountingInst">

<l3extSubnet ip="192.10.0.0/16" scope="import-security,import-rtctrl" />
<l3extSubnet ip="192.3.3.0/24" scope="import-security,import-rtctrl" />
<l3extSubnet ip="192.4.2.0/24" scope="import-security,import-rtctrl" />
<l3extSubnet ip="64:ff9b::c007:200/120" scope="import-security,import-rtctrl"

/>
<l3extSubnet ip="192.2.2.0/24" scope="export-rtctrl" />
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<l3extSubnet ip="0.0.0.0/0"
scope="export-rtctrl,import-rtctrl,import-security"
aggregate="export-rtctrl,import-rtctrl"

/>
</l3extInstP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="coke"/>

</l3extOut>

</fvTenant>

太字の例では、コードの行に設定の BGP ASオーバーライド部分が表示されます。（注）

OSPF

OSPFレイヤ 3 Outside接続

OSPFレイヤ 3 Outside接続は、標準または NSSAエリアです。バックボーン（エリア 0）エリ
アも、OSPFレイヤ 3 Outside接続エリアとしてサポートされます。ACIは、IPv4の OSPFv2と
IPv6のOSPFv3の両方をサポートします。OSPFレイヤ3 Outsideを作成するときに、OSPFバー
ジョンを設定する必要はありません。インターフェイスプロファイル設定（IPv4または IPv6
アドレッシング）に基づいて、正しい OSPFプロセスが自動的に作成されます。IPv4と IPv6
の両方のプロトコルが同じインターフェイス（デュアルスタック）でサポートされますが、2
つの個別インターフェイスプロファイルを作成する必要があります。

レイヤ 3 Outside接続は、ルーテッドインターフェイス、ルーテッドサブインターフェイス、
および SVIでサポートされます。SVIは、L2と L3両方のトラフィックで物理接続を共有する
必要がある場合に使用されます。SVIは、ポート、ポートチャネル、VPCポートチャネルで
サポートされます。
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図 47 : OSPFレイヤ 3 Out接続

SVIがレイヤ 3 Outside接続に使用されると、外部ブリッジドメインが境界リーフスイッチに
作成されます。外部ブリッジドメインは、ACIファブリック上の 2つの VPCスイッチ間の接
続を可能にします。これにより、両方の VPCスイッチが、相互の、および外部 OSPFデバイ
スとの OSPF隣接関係を確立できます。

ブロードキャストネットワークでOSPFを実行する場合、障害が発生したネイバーを検出する
時間は dead間隔（デフォルトは 40秒）です。障害が発生した後でネイバー隣接関係を再確立
する場合にも、代表ルータ（DR）の選定が原因で時間がかかる可能性があります。

1つのVPCノードへのリンクまたはポートチャネルに障害が発生しても、OSPF隣接関係がダ
ウンすることはありません。OSPF隣接関係は、その他のVPCノードを介してアクセスできる
外部 BDによりアップ状態を維持することができます。

（注）

REST APIを使用した管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークの作成

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

•次の手順は、管理テナントのOSPF外部ルーテッドネットワークを作成するためのもので
す。テナントのOSPF外部ルーテッドネットワークを作成するには、テナントを選択し、
テナント用の VRFを作成する必要があります。
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•詳細については、『Cisco APIC and Transit Routing』を参照してください。

手順

管理テナントの OSPF外部ルーテッドネットワークを作成します。

例：

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

<fvTenant name="mgmt">
<fvBD name="bd1">

<fvRsBDToOut tnL3extOutName="RtdOut" />
<fvSubnet ip="1.1.1.1/16" />
<fvSubnet ip="1.2.1.1/16" />
<fvSubnet ip="40.1.1.1/24" scope="public" />
<fvRsCtx tnFvCtxName="inb" />

</fvBD>
<fvCtx name="inb" />

<l3extOut name="RtdOut">
<l3extRsL3DomAtt tDn="uni/l3dom-extdom"/>
<l3extInstP name="extMgmt">
</l3extInstP>
<l3extLNodeP name="borderLeaf">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="10.10.10.10"/>

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-102" rtrId="10.10.10.11"/>

<l3extLIfP name='portProfile'>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/40]"

ifInstT='l3-port' addr="192.168.62.1/24"/>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-102/pathep-[eth1/40]"

ifInstT='l3-port' addr="192.168.62.5/24"/>
<ospfIfP/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extRsEctx tnFvCtxName="inb"/>
<ospfExtP areaId="57" />

</l3extOut>
</fvTenant>

EIGRP

概要

この記事は、Cisco APICを使用する場合、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）
を設定する方法の一般的な例を説明しています。次の情報は、EIGRPを設定するときに適用さ
れます:

•テナント、VRF、およびブリッジドメインがすでに作成されている必要があります。

•レイヤ 3外部テナントネットワークがすでに設定されている必要があります。
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•外部ルーテッドのルート制御プロファイルがすでに設定されている必要があります。

• EIGRP VRFポリシーは EIGRPファミリコンテキストポリシーと同じです。

• EIGRPはエクスポートルート制御プロファイルをサポートしています。ルート制御に関
する設定はすべてのプロトコルで共通です。

サブネットルートをネットワークレベルのルートへ自動的に要約するよう（ルート要約）、

EIGRPを設定できます。たとえば、192.31.7.0のサブネットが設定されているインターフェイ
ス上で、サブネット 131.108.1.0が 131.108.0.0としてアドバタイズされるように設定すること
ができます。自動集約は、EIGRPプロセスに設定されているネットワークルータ設定コマン
ドが 2つまたはそれ以上ある場合に実行されます。デフォルトでは、この機能は有効です。

ルート集約方法の詳細については、『CiscoApplicationCentric Infrastructure FundamentalsGuide』
を参照してください。

REST APIを使用した EIGRPの設定

手順

ステップ 1 EIGRPコンテキストポリシーを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="cisco_6">

<eigrpCtxAfPol actIntvl="3" descr=""
dn="uni/tn-cisco_6/eigrpCtxAfP-eigrp_default_pol" extDist="170"

intDist="90" maxPaths="8" metricStyle="narrow" name="eigrp_default_pol"
ownerKey="" ownerTag=""/>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 2 EIGRPインターフェイスポリシーを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="cisco_6">

<eigrpIfPol bw="10" ctrl="nh-self,split-horizon" delay="10"
delayUnit="tens-of-micro" descr="" dn="uni/tn-cisco_6/eigrpIfPol-eigrp_if_default"

helloIntvl="5" holdIntvl="15" name="eigrp_if_default" ownerKey="" ownerTag=""/>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 3 EIGRP VRF.を設定します。

例：

IPv4：
<polUni>

<fvTenant name="cisco_6">
<fvCtx name="dev">
<fvRsCtxToEigrpCtxAfPol tnEigrpCtxAfPolName="eigrp_ctx_pol_v4" af="1"/>

</fvCtx>
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</fvTenant>
</polUni>

IPv6：
<polUni>

<fvTenant name="cisco_6">
<fvCtx name="dev">
<fvRsCtxToEigrpCtxAfPol tnEigrpCtxAfPolName="eigrp_ctx_pol_v6" af="ipv6-ucast"/>

</fvCtx>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 4 外部の EIGRP Layer3を設定します。

例：

IPv4
<polUni>

<fvTenant name="cisco_6">
<l3extOut name="ext">

<eigrpExtP asn="4001"/>
<l3extLNodeP name="node1">

<l3extLIfP name="intf_v4">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="201.1.1.1/24" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/4]"/>

<eigrpIfP name="eigrp_ifp_v4">
<eigrpRsIfPol tnEigrpIfPolName="eigrp_if_pol_v4"/>

</eigrpIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>
</polUni>

IPv6
<polUni>

<fvTenant name="cisco_6">
<l3extOut name="ext">

<eigrpExtP asn="4001"/>
<l3extLNodeP name="node1">

<l3extLIfP name="intf_v6">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="2001::1/64" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/4]"/>

<eigrpIfP name="eigrp_ifp_v6">
<eigrpRsIfPol tnEigrpIfPolName="eigrp_if_pol_v6"/>

</eigrpIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>
</polUni>

IPv4および IPv6
<polUni>

<fvTenant name="cisco_6">
<l3extOut name="ext">

<eigrpExtP asn="4001"/>
<l3extLNodeP name="node1">

<l3extLIfP name="intf_v4">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="201.1.1.1/24" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/4]"/>
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<eigrpIfP name="eigrp_ifp_v4">
<eigrpRsIfPol tnEigrpIfPolName="eigrp_if_pol_v4"/>

</eigrpIfP>
</l3extLIfP>

<l3extLIfP name="intf_v6">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="2001::1/64" ifInstT="l3-port"
tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/4]"/>

<eigrpIfP name="eigrp_ifp_v6">
<eigrpRsIfPol tnEigrpIfPolName="eigrp_if_pol_v6"/>

</eigrpIfP>
</l3extLIfP>

</l3extLNodeP>
</l3extOut>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 5 （任意）インターフェイスポリシーノブを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="cisco_6">

<eigrpIfPol bw="1000000" ctrl="nh-self,split-horizon" delay="10"
delayUnit="tens-of-micro" helloIntvl="5" holdIntvl="15" name="default"/>

</fvTenant>
</polUni>

Bandwidth（bw）属性は（bw）属性は kbpsで定義されています。DelayUnit 属性は、「1万マイ
クロ」または「ピコ」です。

ネイバー探索

ネイバー探索

IPv6ネイバー探索（ND）は、ノードのアドレスの自動設定、リンク上の他のノードの探索、
他のノードのリンク層アドレスの判別、重複アドレスの検出、使用可能なルータと DNSサー
バの検出、アドレスプレフィックスの探索、および他のアクティブなネイバーノードへのパ

スに関する到達可能性情報の維持を担当します。

ND固有のネイバー要求/ネイバーアドバタイズメント（NS/NA）およびルータ要求/ルータア
ドバタイズメント（RS/RA）パケットタイプは、物理、層3サブインターフェイス、および
SVI（外部およびパーベイシブ）を含むすべての ACIファブリックのレイヤ 3インターフェイ
スでサポートされます。APICリリース 3.1(1x)まで、RS/RAパケットはすべてのレイヤ 3イン
ターフェイスの自動設定のために使用されますが、拡散型 SVIの設定のみ可能です。

APICリリース3.1(2x)より、RS/RAパケットは自動設定のため使用され、ルーテッドインター
フェイス、レイヤ 3サブインターフェイス、SVI（外部および拡散）を含むレイヤ 3インター
フェイスで設定できます。

ACIのブリッジドメイン NDは常にフラッドモードで動作します。ユニキャストモードはサ
ポートされません。
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ACIファブリック NDサポートに含まれるもの：

•インターフェイスポリシー（nd:IfPol）は、NS/NAメッセージに関する NDタイマーと
動作を制御します。

• NDプレフィックスポリシー（nd:PfxPol）コントロール RAメッセージ。

• NDの IPv6サブネット（fv:Subnet）の設定。

•外部ネットワークの NDインターフェイスポリシー。

•外部ネットワークの設定可能 NDサブネットおよびパーベイシブブリッジドメインの任
意サブネット設定はサポートされません。

設定可能なオプションは次のとおりです。

•隣接関係

•設定可能な静的 Adjacencies：（<vrf、L3Iface＜ipv6 address> --> mac address）

•動的 Adjacencies：NS/NAパケットの交換経由で学習

•インターフェイス単位

• NDパケットの制御（NS/NA）

•ネイバー要求間隔

•ネイバー要求再試行回数

• RAパケットの制御

• RAの抑制

• RA MTUの抑制

• RA間隔、RA最小間隔、再送信時間

•プレフィックス単位（RAでアドバタイズ）の制御

•ライフタイム、優先ライフタイム

•プレフィックスコントロール（自動設定、リンク上）

•ネイバー検索重複アドレスの検出（DAD）
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REST APIを使用したブリッジドメインの IPv6ネイバー探索対応のテナ
ント、VRF、およびブリッジドメインの作成

手順

ネイバー探索インターフェイスポリシーとネイバー探索プレフィックスポリシーが適用され

た、テナント、VRF、ブリッジドメインを作成します。

例：

<fvTenant descr="" dn="uni/tn-ExampleCorp" name="ExampleCorp" ownerKey="" ownerTag="">
<ndIfPol name="NDPol001" ctrl="managed-cfg” descr="" hopLimit="64" mtu="1500"

nsIntvl="1000" nsRetries=“3" ownerKey="" ownerTag="" raIntvl="600" raLifetime="1800"
reachableTime="0" retransTimer="0"/>

<fvCtx descr="" knwMcastAct="permit" name="pvn1" ownerKey="" ownerTag=""
pcEnfPref="enforced">

</fvCtx>
<fvBD arpFlood="no" descr="" mac="00:22:BD:F8:19:FF" multiDstPktAct="bd-flood"

name="bd1" ownerKey="" ownerTag="" unicastRoute="yes" unkMacUcastAct="proxy"
unkMcastAct="flood">

<fvRsBDToNdP tnNdIfPolName="NDPol001"/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="pvn1"/>

<fvSubnet ctrl="nd" descr="" ip="34::1/64" name="" preferred="no" scope="private">

<fvRsNdPfxPol tnNdPfxPolName="NDPfxPol001"/>
</fvSubnet>

<fvSubnet ctrl="nd" descr="" ip="33::1/64" name="" preferred="no" scope="private">

<fvRsNdPfxPol tnNdPfxPolName="NDPfxPol002"/>
</fvSubnet>

</fvBD>
<ndPfxPol ctrl="auto-cfg,on-link" descr="" lifetime="1000" name="NDPfxPol001"

ownerKey="" ownerTag="" prefLifetime="1000"/>
<ndPfxPol ctrl="auto-cfg,on-link" descr="" lifetime="4294967295" name="NDPfxPol002"

ownerKey="" ownerTag="" prefLifetime="4294967295"/>
</fvTenant>

外部ルーテッドを設定するときにパブリックサブネットがある場合は、ブリッジド

メインを外部設定と関連付ける必要があります。

（注）

注意事項と制約事項

次のガイドラインと制限事項に適用ネイバー探索ルータアドバタイズメント (ND RA)のプレ
フィックスのレイヤ 3インターフェイス。

• NDRA設定は、IPv6プレフィクスにのみ適用されます。IPv4プレフィクスでNDポリシー
を設定しようとするは適用に失敗します。
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REST APIを使用したレイヤ 3インターフェイス上の RAによる IPv6ネ
イバー探索インターフェイスポリシーの設定

手順

IPv6ネイバー検索インターフェイスポリシーを設定し、レイヤ 3インターフェイスに関連付
けます。

次の例では、非 VPCセットアップの設定が表示されます。

例：

<fvTenant dn="uni/tn-ExampleCorp" name="ExampleCorp">
<ndIfPol name="NDPol001" ctrl="managed-cfg" hopLimit="64" mtu="1500" nsIntvl="1000"

nsRetries="3" raIntvl="600" raLifetime="1800" reachableTime="0" retransTimer="0"/>
<fvCtx name="pvn1" pcEnfPref="enforced">

</fvCtx>
<l3extOut enforceRtctrl="export" name="l3extOut001">
<l3extRsEctx tnFvCtxName="pvn1"/>
<l3extLNodeP name="lnodeP001">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="11.11.205.1" rtrIdLoopBack="yes"

tDn="topology/pod-2/node-2011"/>
<l3extLIfP name="lifP001">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="2001:20:21:22::2/64" ifInstT="l3-port" llAddr="::"

mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular" mtu="inherit"
tDn="topology/pod-2/paths-2011/pathep-[eth1/1]">

<ndPfxP>
<ndRsPfxPToNdPfxPol tnNdPfxPolName="NDPfxPol001"/>

</ndPfxP>
</l3extRsPathL3OutAtt>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName="NDPol001"/>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>
<l3extInstP name="instp"/>

</l3extOut>
<ndPfxPol ctrl="auto-cfg,on-link" descr="" lifetime="1000" name="NDPfxPol001" ownerKey=""
ownerTag="" prefLifetime="1000"/>
</fvTenant>
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VPCポートについては、ndPfxPが l3extRsNodeL3OutAttではなく l3extMemberの子で
ある必要があります。次のコードスニペットは、VPCのセットアップでの設定を示
します。

<l3extLNodeP name="lnodeP001">
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="11.11.205.1" rtrIdLoopBack="yes"
tDn="topology/pod-2/node-2011"/>
<l3extRsNodeL3OutAtt rtrId="12.12.205.1" rtrIdLoopBack="yes"
tDn="topology/pod-2/node-2012"/>
<l3extLIfP name="lifP002">
<l3extRsPathL3OutAtt addr="0.0.0.0" encap="vlan-205" ifInstT="ext-svi"

llAddr="::" mac="00:22:BD:F8:19:FF" mode="regular" mtu="inherit"
tDn="topology/pod-2/protpaths-2011-2012/pathep-[vpc7]" >

<l3extMember addr="2001:20:25:1::1/64" descr="" llAddr="::" name=""
nameAlias="" side="A">

<ndPfxP >
<ndRsPfxPToNdPfxPol tnNdPfxPolName="NDPfxPol001"/>

</ndPfxP>
</l3extMember>
<l3extMember addr="2001:20:25:1::2/64" descr="" llAddr="::" name=""

nameAlias="" side="B">
<ndPfxP >
<ndRsPfxPToNdPfxPol tnNdPfxPolName="NDPfxPol001"/>

</ndPfxP>
</l3extMember>

</l3extRsPathL3OutAtt>
<l3extRsNdIfPol tnNdIfPolName="NDPol001"/> </l3extLIfP>
</l3extLNodeP>

（注）
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第 15 章

「Configuring QoS」

• L3Outの QoS（431ページ）
• CoSの保持（432ページ）
•マルチポッド QoS（434ページ）
• QoS入力マーキングから出力マーキングの変換（436ページ）

L3Outの QoS

L3Outsの QoS
L3Outの QoSポリシーを設定するには、次のガイドラインを使用します。

• L3Outがある障壁リーフに適用するQoSポリシーを設定するには、VRFが出力モード（ポ
リシー制御適用方向は「出力」にする必要があります）である必要があります。

•適用するQoSポリシーを有効にするには、VRFポリシー制御適用設定を「適用」にする必
要があります。

• L3Outとその他のEPG間の通信を制御する契約を設定する際に、契約またはサブジェクト
の QoSクラスまたはターゲット DSCPを含めます。

外部 EPGではなく、契約の QoSクラスまたはターゲット DSCPのみ設定します（
l3extInstP）。

（注）

REST APIを使用した L3Outsの QoSの設定
L3Outの QoSは、L3Out設定の一部として設定されます。
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手順

ステップ 1 テナント、VRF、ブリッジドメインを設定する場合、ポリシー適用が有効になっている状態
で、出力モードにVRFを設定します（pcEnfDir="egress）。次の例のようにXMLで postを送
信します。

例：

<fvTenant name="t1">
<fvCtx name="v1" pcEnfPref="enforced" pcEnfDir="egress"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="v1"/>
<fvSubnet ip="44.44.44.1/24" scope="public"/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="l3out1"/>

</fvBD>"/>
</fvTenant>

ステップ 2 通信のため L3Outに参加して EPGを有効にする契約を作成するときは、優先順位の QoSを設
定します。

この例のコントラクトには、L3Outで出力されるトラフィックの level1の QoS優先順位を含
みますまたは、ターゲットのDSCP値を定義する可能性があります。QoSポリシーは、契約ま
たはサブジェクトのいずれかでサポートされます。

フィルタに matchDscp =「Ef」条件があるため、このタグを持つトラフィックがコントラクト
件名で指定されたキューを通して L3outプロセスにより受信できます。

例：

<vzFilter name="http-filter">
<vzEntry name="http-e" etherT="ip" prot="tcp" matchDscp="EF"/>

</vzFilter>
<vzBrCP name="httpCtrct" prio="level1" scope="context">

<vzSubj name="subj1">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http-filter"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

CoSの保持

802.1 Pクラスのサービスの設定の保持
APICでは、ファブリック内で802.1 Pクラスのサービス（CoS）設定を保持することができま
す。ファブリックグローバルQoSポリシーのdot1p-preserveオプションを有効にすることで、

ACIファブリックを入力し中継するパケット CoS値の保持が保証されます。

802.1 P CoSの保持は単一のポッドおよび multipodトポロジでサポートされます。

Multipodトポロジは、CoSの保持を使用できますポッド 1を入力して、ポッド 2外からの 802.1
Pトラフィックの優先順位の QoSの設定を保持したいですが、CoSの保持を行わない/interpod
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の DSCP設定のネットワーク (IPN)トラフィックポッド間。マルチポッドトラフィックが IPN
に送信される際に CoS/DSCP設定を保持するには、DSCPポリシーを使用します。詳細につい
ては、マルチポッドファブリックでのQoS優先度の設定項目の保持（434ページ）を参照して
ください。

次に示す 801.1P CoS保持のガイドラインおよび制限事項に従ってください。

•現在のリリースでは、VLANヘッダー内の801.1P値のみ保持可能です。DEIビットは保持
されません。

• VXLANカプセル化パケットについては、現在のリリースでは外部ヘッダに含まれる CoS
値を保持しません。

•次の設定オプションを有効にすると、802.1Pの保持は行われません。

•マルチポッド QoS（DSCPポリシーを使用）を有効にします。

•コントラクトが QoSを含むように設定されます。

•ダイナミックパケットのプライオリティが有効。

•発信インターフェイスが FEX上にある。

•トラフィックが分離が適用されている EPGから分離を適用していない EPGに転送さ
れる場合、QoS CoS優先順位設定の保持はサポートされません。

• DSCP QoSポリシーが VLAN EPG上で設定され、パケットに IPヘッダがあります。
次の項目について、最内部～最外部の優先順位を付けて、DSCPマーキングをフィル
タレベルで設定できます。

•コントラクト

•サブジェクト

•インターム

•アウトターム

コントラクトに vzAnyを指定した場合、vzAnyはその VRFのす
べての EPGの集合であり、EPGの固有の設定が適用できないた
め、外部EPG DSCPの値は考慮されません。EPG固有のターゲッ
ト DSCP値が必要な場合は、外部 EPGで vzAnyを使用しないで
ください。

（注）
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REST APIを使用した QoS CoS設定の保持

手順

ステップ 1 次のように RST API POSTステートメントを使用して CoS保持を有効にします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/infra/qosinst-default.xml
<imdata totalCount="1">

<qosInstPol ownerTag="" ownerKey="" name="default" dn="uni/infra/qosinst-default" descr=""
ctrl="dot1p-preserve"/>

</imdata>

ステップ 2 CoS保持を無効にして、次の例のように POSTステートメントを使用して、ctrlプロパティを

空でのままにします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/infra/qosinst-default.xml
<imdata totalCount="1">

<qosInstPol ownerTag="" ownerKey="" name="default" dn="uni/infra/qosinst-default" descr=""
ctrl=""/>

</imdata>

マルチポッド QoS

マルチポッドファブリックでの QoS優先度の設定項目の保持
このトピックでは、マルチポッドトポロジの QoS優先度の設定項目を保証する方法について
説明します。ポッド内ネットワークのデバイスが APIC管理に存在しておらず、ネットワーク
を送信するトラフィックの 802. 1P設定を変更できます。

ポッド 1に入りポッド 2のエングレスを退出する 802.1Pトラフィックの QoS優先度設定を保
持しますが、ポッド間でポッド内ネットワーク（IPN）トラフィックの CoS/DSCP設定を保持
しない場合、代わりに CoS保持を使用できます。詳細については、802.1 Pクラスのサービス
の設定の保持（432ページ）を参照してください。

（注）
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図 48 :マルチポッドトポロジ

この図に示すように、マルチポッドトポロジのポッド間のトラフィックは、APIC管理の下に
ない可能性がある IPNを通過します。802.1Pフレームがポッド 1のスパインまたはリーフス
イッチから送信されるとき、IPN内のデバイスでは 802.1Pフレームの CoSを保持することは
できませんこの状況では、フレームがポッド 2スパインまたはリーフスイッチに達すると、
ポッド 1のソースに割り当てられたレベルの代わりに IPNデバイスにより割り当てられたCoS
レベルがありますQoSの優先度レベルがこの状況で保持されることを確認するには、DSCPポ
リシーを使用します。

マルチポッドトポロジで QoSの優先度設定を保持する DSCPポリシを設定し、異なるトラ
フィックタイプの CoSから DSCPレベルへのマッピングを確定する必要があり、IPN内のデ
バイスで設定されているレベルを変更されることを防ぎします。. DSCPポリシーが有効になっ
ている場合、APICはCoSレベルを設定するマッピングに対応するDSCPレベルに変換します。
ポッド 1からフレームが送信されるとき（DSCPレベルにマッピングされている PCPレベルと
ともに）、そしてポッド 2に到達するとき、マッピングされたDSCPレベルは元の PCP CoSレ
ベルに戻ります。

REST APIを使用した DSCPポリシーの作成

手順

ステップ 1 次のように POSTの DSCPポリシーを設定し有効にします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/tn-infra/dscptranspol-default.xml

<imdata totalCount="1">

<qosDscpTransPol traceroute="AF43" span="AF42" policy="AF22" ownerTag="" ownerKey=""
name="default"
level3="AF13" level2="AF12" level1="AF11" dn="uni/tn-infra/dscptranspol-default" descr=""
control="AF21" adminSt="enabled"/>
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</imdata>

ステップ 2 次のように POSTの DSCPポリシーを無効にします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/tn-infra/dscptranspol-default.xml

<imdata totalCount="1">

<qosDscpTransPol traceroute="AF43" span="AF42" policy="AF22" ownerTag="" ownerKey=""
name="default"
level3="AF13" level2="AF12" level1="AF11" dn="uni/tn-infra/dscptranspol-default" descr=""
control="AF21" adminSt="disabled"/>

</imdata>

QoS入力マーキングから出力マーキングの変換

QoS入力マーキングを出力マーキングに変換する
APICでは、入力 DSCP値に基づき 802.1P CoSフィールド（サービスのクラス）に変換できま
す。802.1P CoS変換は、IPパケットにDSCPが存在し、dot1Pがイーサネットフレーム内に存
在する場合のみサポートされます。

この機能では、ACIファブリックがデバイスのトラフィックを分類し、CoS値のみに基づいて
トラフィックを分類できます。これは、入力 dot1P値に基づいて CoS値が dot1Pをマッピング
できるようになります。これは主に、IPヘッダーを持たないレイヤ2のパケットに適用されま
す。

次の 802.1P CoS変換の注意事項と制約事項に注意してください。

•ファブリックグローバル QoSポリシー dot1p-preserveオプションを有効にします。

• 802.1 P CoSの変換は、外部の L3インターフェイスではサポートされていません。

• 802.1 P CoSの変換は、出力フレームが 802.1 qカプセル化された場合にのみサポートされ
ています。

802.1P CoS変換は、次の設定オプションが有効になっている場合サポートされません。

•契約は、QoSを含み設定されます。

•発信インターフェイスが FEX上にある。

• DSCPポリシーを使用してマルチポッド QoSを有効にします。

•ダイナミックパケットのプライオリティが有効。

•内部 EPGエンドポイント分離が実行された状態で EPGが設定される場合。
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• EPGがマイクロセグメン手―ションの許可が有効になった状態で設定される場合。

REST APIを使用した QoS入力マーキングの出力マーキングへの変換
カスタム QoSポリシーを作成し、EPGとポリシーを関連付けます。

始める前に

カスタム QoSポリシーで消費されるテナント、アプリケーション、EPGを作成します。この
例では vrfQos001カスタム QoSポリシーを作成し、諸費する ep2 EPGに関連付けます。

手順

ステップ 1 次の例のように XMLで POSTを送信して、カスタム QoSポリシーを作成します。

例：

<qosCustomPol name="vrfQos001" dn="uni/tn-t001/qoscustom-vrfQos001">
<qosDscpClass to="AF31" targetCos="6"

target="unspecified" prio="unspecified" from="AF23"/>
<qosDot1PClass to="1" targetCos="6" target="unspecified"

prio="unspecified" from="0"/>
</qosCustomPol>

ステップ 2 次の例のように XMLで postを送信して、消費するする EPGにポリシーを関連付けます。

例：

<fvAEPg
prio="unspecified" prefGrMemb="exclude" pcEnfPref="unenforced"
name="ep2" matchT="AtleastOne" isAttrBasedEPg="no" fwdCtrl=""
dn="uni/tn-t001/ap-ap2/epg-ep2">

<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-vs1" resImedcy="lazy"
primaryEncap="unknown" netflowPref="disabled" instrImedcy="lazy" encapMode="auto"
encap="unknown" delimiter="" classPref="encap"/>

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName="vrfQos001"/>
<fvRsBd tnFvBDName="default"/>

</fvAEPg>

Cisco APIC QoSポリシーのトラブルシューティング
The following table summarizes common troubleshooting scenarios for the Cisco APIC QoS.
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ソリューション問題

1. 確認する次の APIを呼び出す qospDscpRule がリーフ上に存在し

ます。

GET https://192.0.20.123/api/node/class/qospDscpRule.xml

2. QoSルールが正確に設定されているし、ポリシーに接続している
EPG IDに関連付けられていることを確認します。

設定を確認するには、次のNX OSスタイルの CLIコマンドを使用
します。

leaf1# show vlan
leaf1# show system internal aclqos qos policy detail

apic1# show running-config tenant tenant-name

policy-map type qos custom-qos-policy-name

apic1# show running-config tenant tenant-name

application application-name epg epg-name

設定されている QoS
ポリシーを更新でき

ません。

Cisco APIC REST API設定ガイド
438

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

Cisco APIC QoSポリシーのトラブルシューティング



第 16 章

レイヤ 4からレイヤ 7のサービスの管理

• About Layer 4 to Layer 7 Services（439ページ）
•レイヤ 7サービスにレイヤ 4を管理するためのアクセス（441ページ）
•デバイスパッケージ（444ページ）
•トランキング（446ページ）
• Device Selection Policies（447ページ）
•ポリシーベースのリダイレクトとサービスノードのトラッキング（448ページ）
•サービスグラフテンプレート（452ページ）
•レイヤ 4 ~レイヤ7パラメータ（454ページ）
• Copy Services（458ページ）
•自動化の開発（461ページ）
• Example: Configuring Layer 4 to Layer 7 Services (Firewall)（469ページ）
•例:レイヤ 7ルートピアリングするレイヤ 4の設定（479ページ）

About Layer 4 to Layer 7 Services

アプリケーションセントリックインフラストラクチャのレイヤ 4～ 7
サービスについて

VLANおよび仮想ルーティングおよび転送（VRF）スティッチングは従来のサービス挿入モデ
ルによってサポートされますが、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）はポリシー
制御の中心点として機能する一方でサービス挿入を自動化できます。APICポリシーは、ネッ
トワークファブリックとサービスアプライアンスの両方を管理します。APICは、トラフィッ
クがサービスを通って流れるように、ネットワークを自動的に設定できます。APICは、アプ
リケーション要件に従ってサービスを自動的に設定することもでき、それにより組織はサービ

ス挿入を自動化し、従来のサービス挿入の複雑な技術の管理に伴う課題を排除できます。

開始する前に次の APICオブジェクトを設定する必要があります。

•レイヤ 4～ 7サービスを提供/消費するテナント

•テナントのネットワーク外部のレイヤ 3
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•最低でも 1個のブリッジドメイン

•アプリケーションプロファイル

•物理ドメインまたは VMMドメイン

VMMドメインについて、VMMドメインのクレデンシャルを設定し、vCenter/vShieldコン
トローラプロファイルを設定します。

•カプセル化ブロック範囲を持つ VLANプール

•最低でも 1個の契約

•最低でも 1個の EPG

次のタスクを実行し、レイヤ 4～ 7サービスを展開します。

1. デバイスパッケージをインポートします。

プロバイダーの管理者のみがデバイスパッケージをインポートできます。

2. デバイスおよび論理インターフェイスを登録します。

また、このタスクでは、具象デバイスと具象インターフェイスを登録し、具象デバイスパ

ラメータを設定します。

3. 論理デバイスを作成します。

4. デバイスパラメータを設定します。

5. オプション。ASAファイアウォールサービスを設定する場合は、デバイスのトランキン
グを有効にします。

6. デバイス選択ポリシーを設定します。

7. サービスグラフテンプレートを設定します。

1. アプリケーションプロファイルからのデフォルトのサービスグラフテンプレートの
パラメータを選択します。

2. 必要に応じた追加のサービスグラフテンプレートのパラメータを設定します。

8. 契約のサービスグラフテンプレートを添付します。

9. 必要な場合は、追加の設定パラメータを設定します。

レイヤ 4～レイヤ 7サービスの展開の詳細については、「Cisco APICレイヤ 4～レイヤ 7サー
ビス展開ガイド」を参照してください。
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レイヤ 7サービスにレイヤ 4を管理するためのアクセス

テナントを使用したデバイスへのインバンド接続の設定の VRFは、
REST APIを使用して

The following is an example of using REST APIs to configure in-band connectivity to devices using
tenant's VRF:

1. 管理に使用する EPGを定義します。

適切なセレクタ設定を使用してドメインマッピングに対してポートを開きます。（注）

次の例では、EPGの「サービス」がテナント VRFデバイス管理に使用されるサービスデ
バイス/VMサブネットの管理に使用されます（3.3.3.0/24）。

<polUni>
<fvTenant name="tenant1">
<fvCtx name="mgmt_ctx1"/>
<vnsCtrlrMgmtPol ctxDn="uni/tn-tenant1/ctx-mgmt_ctx1">
<vnsRsMgmtAddr tDn="uni/tn-tenant1/ap-services/epg-ifc/CtrlrAddrInst-ifc"/>

</vnsCtrlrMgmtPol>
<fvBD name="mgmt_ServicesMgmtBD">
<fvRsCtx tnFvCtxName="mgmt_ctx1"/>
<fvSubnet ip="3.3.3.3/24"/>

</fvBD>
<fvAp name="services">
<fvAEPg name="ifc">
<fvRsBd tnFvBDName="mgmt_ServicesMgmtBD"/>
<vnsAddrInst name="ifc">
<fvnsUcastAddrBlk from="3.3.3.100/24" to="3.3.3.200/24"/>

</vnsAddrInst>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

2. LDevVipに EPGを関連付けます。

<polUni>
<fvTenant name="tenant1">

<vnsLDevVip name="ADCCluster1"
funcType="GoTo" devtype="VIRTUAL">

<vnsRsMDevAtt tDn="uni/infra/mDev-Citrix-NetScaler-10.5"/>
<vnsRsALDevToDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet"/>
<vnsRsDevEpg tDn="uni/tn-tenant1/ap-services/epg-ifc"/>

<vnsCMgmt name="devMgmt"
host="3.3.3.180"
port="80"/>
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<vnsCCred name="username"
value="nsroot"/>

<vnsCCredSecret name="password"
value="nsroot"/>

</vnsLDevVip>
</fvTenant>

</polUni>

REST APIを使用した管理テナント VRFによるデバイスへのインバンド
接続の設定

以下は、管理テナントVRFを使用したデバイスへのインバンド接続を設定するREST APIの使
用例です。

1. テナント管理で EPG l4l7MgmtEpgを作成します。

l4l7MgmtEpgは、tn-mgmt内の inbコンテキスト下の bdアクセスの一部です。

contract1はデフォルト EPG内の tn-mgmt l4l7MgmtEpgおよび tn-mgmt inb間のコントラクトで
す。

（注）

<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-mgmt">

<fvAp name="services">
<fvAEPg name="l4l7MgmtEpg">
<fvRsBd tnFvBDName="access" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet" />

<fvRsCons tnVzBrCPName='contract1'>
</fvRsCons>

</fvAEPg>
</fvAp>
<fvBD name="access">

<fvSubnet ip="3.3.3.3/24" />
<fvRsCtx tnFvCtxName="inb"/>

</fvBD>
<vzFilter name='all'>

<vzEntry name='all' ></vzEntry>
</vzFilter>
<vzBrCP name="contract1" scope="tenant">

<vzSubj name='subj1'>
<vzInTerm>

<vzRsFiltAtt tnVzFilterName="all" />
</vzInTerm>
<vzOutTerm>

<vzRsFiltAtt tnVzFilterName="all" />
</vzOutTerm>

</vzSubj>
</vzBrCP>

</fvTenant>
</polUni>

Cisco APIC REST API設定ガイド
442

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

REST APIを使用した管理テナント VRFによるデバイスへのインバンド接続の設定



2. サービスデバイス/VMにサブネット 3.3.3.0/24で管理 IPアドレスがあることを確認しま
す。

これは tn-mgmtアクセスBDが設定されたのと同じサブネットです。（前のステップの設
定を参照してください）。

3. 次を LDevVipに追加します。

これは、前のステップで作成された EPGにポイントします。

<vnsRsDevEpg tDn="uni/tn-mgmt/ap-services/epg-l4l7MgmtEpg"/>.

（注）

<polUni>
<fvTenant name="mgmt">

<vnsLDevVip name="ADCCluster1"
funcType="GoTo" devtype="VIRTUAL">

<vnsRsMDevAtt tDn="uni/infra/mDev-Citrix-NetScaler-10.5"/>
<vnsRsALDevToDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet"/>
<vnsRsDevEpg tDn="uni/tn-mgmt/ap-services/epg-l4l7MgmtEpg"/>

<vnsCMgmt name="devMgmt"
host="3.3.3.180"
port="80"/>

<vnsCCred name="username"
value="nsroot"/>

<vnsCCredSecret name="password"
value="nsroot"/>

</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>

4. IFCインバンドゲートウェイにポイントするようにサービスデバイス/VMにルートを追加
します。

たとえば、netScalerのルート上で、ルート 3.0.0.0 255.255.255.0 3.3.3.3を追加します。
3.0.0.0/24は IFCインバンドサブネットで、3.3.3.3は l4l7MgmtEpgの SVI IPです。

5. 次の点を確認します。

• IFCルートテーブルに ifcインバンド IPのエントリがあります。

• IFCは、リーフの l4l7MgmtEpgゲートウェイに pingを送信できます。

•サービスノードは、l4l7MgmtEpg SVIゲートウェイおよび IFC inb SVI Ipを pingでき
ます。
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デバイスパッケージ

デバイスパッケージについて

APIC（Application Policy Infrastructure Controller）は、サービスデバイスの設定およびモニタリ
ングにデバイスパッケージを必要とします。デバイスパッケージは、単一クラスのサービス

デバイスを管理し、デバイスとその機能に関する情報を APICに提供します。

デバイスパッケージに関する詳細は、「Cisco APICレイヤ 4～レイヤ 7デバイスパッケージ
展開ガイド」を参照してください。

RESTでのデバイスパッケージのインストール時の注意事項
•デバイスパッケージは HTTPまたは HTTPS POSTを使用してインストールできます。

• HTTPが APICで有効になっている場合、POSTの URLは
「http://10.10.10.10/ppi/node/mo/.xml」です。

• HTTPSが APICで有効になっている場合、POSTの URLは
「https://10.10.10.10/ppi/node/mo/.xml」です。

•メッセージには有効なセッション Cookieが必要です。

• POSTの本文にはアップロードされるデバイスパッケージを含める必要があります。POST
で許可されるのは 1つのパッケージだけです。

APIを使用したデバイスパッケージファイルのアップロード
サービスデバイスをインストールするには、APICにデバイスパッケージファイルをアップ
ロードする必要があります。この操作用の APIコマンドでは、次の URIの特別な形式を使用
します。

{http|https}://host[:port]/ppi/node/mo/.{json|xml}

URIパスには、「api」の代わりに「ppi」（パッケージプログラミングインターフェイス）が
含まれ、コマンドはメッセージの本文としてデバイスパッケージファイルでの POST操作と
して送信されます。デバイスパッケージファイルは zipファイルです。

次の例では、デバイスパッケージファイルをアップロードする API操作を示します。

POST https://192.0.20.123/ppi/node/mo/.json

L4～ L7のサービスデバイスパッケージのインストールの詳細については、『Cisco APICレ
イヤ 4～レイヤ 7サービス導入ガイド』を参照してください。
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REST APIを使用したデバイスパッケージのインストール
デバイスパッケージは HTTPまたは HTTPS POSTを使用してインストールできます。

手順

デバイスパッケージをインストールします。

• HTTPがApplication Policy Infrastructure Controller（APIC）で有効になっている場合の POST
の URLは次のとおりです。
http://10.10.10.10/ppi/node/mo/.xml

• HTTPSが APICで有効になっている場合の POSTの URLは次のとおりです。
https://10.10.10.10/ppi/node/mo/.xml

メッセージには有効なセッション Cookieが必要です。

POSTの本文にはアップロードされるデバイスパッケージを含める必要があります。POSTで
許可されるのは 1つのパッケージだけです。

REST APIとともにインポートされたデバイスの使用
次の REST APIではインポートされたデバイスを使用します。
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-tenant1" name="tenant1">
<vnsLDevIf ldev="uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1"/>
<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any">
<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-tenant1/lDevIf-[uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1]"/>

<vnsLIfCtx connNameOrLbl="inside">
<vnsRsLIfCtxToLIf

tDn="uni/tn-tenant1/lDevIf-[uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1]/lDevIfLIf-inside"/>
<fvSubnet ip="10.10.10.10/24"/>
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-tenant1/BD-tenant1BD1"/>

</vnsLIfCtx>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="outside">
<vnsRsLIfCtxToLIf

tDn="uni/tn-tenant1/lDevIf-[uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1]/lDevIfLIf-outside"/>
<fvSubnet ip="70.70.70.70/24"/>
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-tenant1/BD-tenant1BD4"/>

</vnsLIfCtx>
</vnsLDevCtx>

</fvTenant>
</polUni>
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トランキング

トランキングの概要

レイヤ 4～レイヤ 7仮想 ASAデバイスのトランキングを有効にでき、これはトランクポート
グループを使用してエンドポイントグループのトラフィックを集約します。トランキングを使

用せず、仮想サービスデバイスには各インターフェイスに 1個の VLANのみ所有し、最大 10
個のサービスグラフを所有できます。トランキングが有効にしている状態では、仮想サービス

デバイスはサービスグラフの数を無制限に設定できます。

トランクポートグループについての詳細は、『Cisco ACI Virtualization Guide』を参照してく
ださい。

トランキングは、仮想ASAデバイスでのみサポートされます。ASAデバイスパッケージは、
バージョン 1.2.7.8以降である必要があります。

REST Apiを使用してレイヤ 7仮想 ASAデバイスにレイヤ 4でのトラン
キングを有効化

次の手順では、REST Apiを使用して、レイヤ 7仮想の ASAデバイスにレイヤ 4でのトランキ
ングを有効にする例を示します。

始める前に

• ASAデバイスの仮想レイヤ 7にレイヤ 4に設定した必須。

手順

名前付きレイヤ 7デバイスにレイヤ 4でのトランキングを有効にする InsiemeCluster :
<polUni>

<fvTenant name="tenant1">
<vnsLDevVip name="InsiemeCluster" devtype=“VIRTUAL” trunking=“yes">

...

...
</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>
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Device Selection Policies

デバイス選択ポリシーについて

デバイスは、コントラクト名、グラフ名、またはグラフ内の機能ノード名に基づいて選択でき

ます。デバイスを作成した後は、デバイスに選択条件ポリシーを提供するデバイスコンテキス

トを作成できます。

デバイス選択ポリシー（デバイスコンテキストとも呼ばれる）は、サービスグラフテンプレー

トのデバイスを選択するためのポリシーを指定します。これにより、管理者は複数のデバイス

を持つことができ、それらを異なるサービスグラフテンプレートに対して使用することがで

きます。たとえば、管理者は、高いパフォーマンス ADCアプライアンスがあるデバイスと、
パフォーマンスが低い ADCアプライアンスがある別のデバイスを持つことができます。高い
パフォーマンスのADCデバイス用と低いパフォーマンスのADCデバイス用の 2つの異なるデ
バイス選択ポリシーを使用して、管理者は高いパフォーマンスが必要となるアプリケーション

には高いパフォーマンスの ADCデバイスを選択し、低いパフォーマンスが必要なアプリケー
ションには低いパフォーマンスの ADCデバイスを選択することができます。

REST APIを使用してデバイス選択ポリシーの作成
次の REST APIではデバイス選択ポリシーを作成します。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="webCtrct" graphNameOrLbl="G1" nodeNameOrLbl="Node1">

<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1"/>

<!-- The connector name C4, C5, etc.. should match the
Function connector name used in the service graph template -->

<vnsLIfCtx connNameOrLbl=“C4">
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/LIf-ext"/>

</vnsLIfCtx>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl=“C5">

<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/LIf-int"/>
</vnsLIfCtx>

</vnsLDevCtx>
</fvTenant>

</polUni>

REST APIを使用したデバイスでの論理インターフェイスの追加
次の REST APIはデバイス内に論理インターフェイスを追加します。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<vnsLDevVip name="ADCCluster1">

<!-- The LIF name defined here (such as e.g., ext, or int) should match the
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vnsRsLIfCtxToLIf ‘tDn' defined in LifCtx -->

<vnsLIf name=“ext">

<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mIfLbl-outside"/>
<vnsRsCIfAtt tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/cDev-ADC1/cIf-ext"/>

</vnsLIf>
<vnsLIf name=“int">

<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mIfLbl-inside"/>
<vnsRsCIfAtt tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/cDev-ADC1/cIf-int"/>

</vnsLIf>
</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>

ポリシーベースのリダイレクトとサービスノードのト

ラッキング

ポリシーベースのリダイレクトとサービスノードのトラッキング

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

（注）

Cisco APIC、リリース 2.2(3x)とポリシーベースのリダイレクトとサービスノードの追跡 (PBR)
のサポートが機能します。

宛先ノードのサポートデュアル IPスタックをリダイレクトします。したがって、IPv4と IPv6
の両方のアドレスは、同時に設定できます。

スイッチは、トラッキング PBRをサポートするのに Cisco IP SLAモニタリング機能を内部的
に使用します。トラッキング機能では、サービスノードに到達できない場合に、リダイレクト

宛先ノードがマークされます。トラッキング機能は、サービスノードの接続を再開するかどう

かリダイレクト宛先ノードを示します。サービスノードがマークダウンときに送信または、ト

ラフィックのハッシュを使用できません。代わりに、トラフィックを送信またはリダイレクト

宛先ノードのクラスタ内の異なるサービスノードにハッシュがされます。

一方向のトラフィックのブラックholingを避けるためには、リダイレクト正常性ポリシーサー
ビスノードの入力と出力をリダイレクト宛先ノードを関連付けることができます。これにより

を入力または出力のいずれかのリダイレクト宛先ノードがダウンしている場合、その他のリダ

イレクト宛先ノードもマークダウンされます。したがって、入力と出力トラフィックの両方の

は、リダイレクト宛先ノードのクラスタ内の異なるサービスノードにハッシュを取得します。
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しきい値設定

サービスノードを追跡するため PBRポリシーを設定するとき、次のしきい値の設定を使用で
きます。

•しきい値の有効化または無効化：しきい値が有効になっているとき、最小および最大のし
きい値のパーセンテージを指定します。リダイレクト先グループを完全に無効にして、リ

ダイレクトを防止したい場合は、有効になっているしきい値は必須です。リダイレクトが

ないときに、トラフィックがコンシューマとプロバイダ間で直接送信されます。

•最小しきい値：指定した最小しきい値のパーセンテージ。トラフィックが最小パーセン
テージを下回る場合、リダイレクトではなくパケットが許可されます。デフォルト値は 0
です

•最大しきい値：指定された最大しきい値のパーセンテージ。最小しきい値に達すると、操
作状態に戻すため最大パーセンテージに最初に到達する必要があります。デフォルト値は

0です

例として、ポリシーに 3つのリダイレクト先があると仮定してみましょう。最小しきい値が
70%に指定されており、最大しきい値が80%に指定されています。3つのリダイレクト先ポリ
シーのいずれかがダウンすると、 1/3、つまり最小しきい値以下の 33%可用性パーセンテージ
が下がります。その結果、リダイレクト先グループの最小しきい値のパーセンテージがダウン

し、トラフィックがリダイレクトではなく許可の取得を開始します。同じ例で続けると、最大

しきい値が 80%の場合、リダイレクトポリシー先グループを操作状態に戻すため、最大しき
い値のパーセンテージ以上のパーセンテージに最初に達する必要があります。

リダイレクトトラッキングとサービスノードに基づくポリシーの注

意事項と制約事項

PBRトラッキングおよびサービスノードを利用するときに、これらの注意事項と制約事項に
従います。

•マルチポッドファブリック設定はサポートされています。マルチサイトセットアップは
サポートされていません。

•コンシューマとプロバイダ Epgのレイヤ 3 Outはサポートされます。

•リダイレクト宛先ノードの追跡では、TCPまたは ICMPプロトコルタイプが使用されま
す。

•ポリシーベースリダイレクトでサポートされる追跡可能 IPアドレスの最大数は、リーフ
スイッチで 100、ACIファブリックでは 200です。

• ACIファブリックでのグラフインスタンスの最大数は、ファブリックあたり 1000です。

•グラフインスタンスの最大数は、デバイスあたり 100です。

• PBRを設定できるサービスノードの最大数は、ポリシーあたり 40です。
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• 1つのサービスチェーンでサポートされるサービスノードの最大数は 3です。

• PBRトラッキングでは、共有サービスがサポートされています。

•許可アクションまたは拒否アクションはサポートされています。

REST APIを使用したサービスノードのトラッキングのサポートをする
PBRの設定

手順

トラッキングサービスノードをサポートする PBRを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="coke" >
<fvIPSLAMonitoringPol name="tcp_Freq60_Pol1" slaType="tcp" slaFrequency="60"

slaPort="2222" />
<vnsSvcCont>

<vnsRedirectHealthGroup name="fwService1"/>
<vnsSvcRedirectPol name="fwExt" hashingAlgorithm="sip" thresholdEnable="yes"

minThresholdPercent="20" maxThresholdPercent="80">
<vnsRedirectDest ip="40.40.40.100" mac="00:00:00:00:00:01">

<vnsRsRedirectHealthGroup
tDn="uni/tn-coke/svcCont/redirectHealthGroup-fwService1"/>

</vnsRedirectDest>
<vnsRsIPSLAMonitoringPol tDn="uni/tn-coke/ipslaMonitoringPol-tcp_Freq60_Pol1"/>

</vnsSvcRedirectPol>
<vnsSvcRedirectPol name="fwInt" hashingAlgorithm="sip" thresholdEnable="yes"

minThresholdPercent="20" maxThresholdPercent="80">
<vnsRedirectDest ip="30.30.30.100" mac="00:00:00:00:00:02">

<vnsRsRedirectHealthGroup
tDn="uni/tn-coke/svcCont/redirectHealthGroup-fwService1"/>

</vnsRedirectDest>
<vnsRsIPSLAMonitoringPol

tDn="uni/tn-coke/ipslaMonitoringPol-tcp_Freq60_Pol1"/>
</vnsSvcRedirectPol>

</vnsSvcCont>
</fvTenant>

</polUni>

ベースリダイレクトの場所に対応したポリシーについて

ロケーション対応ポリシーベースのリダイレクト (PBR)はサポートされています。この機能
は、multipod設定シナリオに役立ちます。ここでは、ポッド認識サポートされ、優先ローカル
PBRノードを指定できます。ロケーション対応のリダイレクトを有効にすると、ポッド Idが
指定されて、レイヤ 4 ~レイヤ 7 PBRポリシー内のすべてのリダイレクト宛先はポッド認識必
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要があります。リダイレクト宛先は、特定のポッドにあるリーフスイッチでのみプログラムさ

れます。

次の図は、2個のポッドの例を表示します。ポッド 1で PBRノード Aと B、Cと D PBRノー
ドがポッド 2では。ポッド 1のリーフスイッチが A、B、PBRノードを使用する preferし、
ポッド 2のリーフスイッチ Cと Dで PBRノードの使用場所に対応した PBR設定を有効にす
るとPBRノードAとBポッド 1では、ダウンは、[ポッド 1のリーフスイッチと開始 PBRノー
ド Cと Dを使用するには同様に、PBRノード Cと Dポッド 2では、ダウンが、ポッド 2の
リーフスイッチと開始 PBRノード Aおよび Bを使用するには

図 49 : 2個のポッドのロケーション対応 PBR設定の例

ロケーション認識型 PBRの注意事項
ロケーション認識型 PBRを活用する際はこれらの注意事項に従ってください。

• Cisco Nexus 9300（Cisco Nexus 9300 EXおよび 9300 FXを除く）プラットフォームスイッ
チは、ロケーション認識型 PBR機能をサポートしていません。

• GOLFホストアドバタイズメントと北南ファイアウォール連携にロケーション認識型PBR
を使用します。
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REST APIを使用して設定の場所に対応した PBR
2つ設定する必要があります項目の場所に対応した PBRを有効にして、プログラムが特定の
ポッドにあるリーフスイッチ内の送信先をリダイレクトします。次の例の場所に対応したPBR
を有効にするよう設定されている属性が: programLocalPodOnly と podId 。

手順

ロケーション対応 PBRを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="coke" >
<fvIPSLAMonitoringPol name="icmp_Freq60_Pol1" slaType="icmp" slaFrequency="60"/>
<vnsSvcCont>

<vnsRedirectHealthGroup name="fwService1"/>
<vnsSvcRedirectPol name="fwExt" hashingAlgorithm="sip" thresholdEnable="yes"

minThresholdPercent="20" maxThresholdPercent="80" programLocalPodOnly="yes">
<vnsRedirectDest ip="40.40.40.100" mac="00:00:00:00:00:01" podId="2">

<vnsRsRedirectHealthGroup
tDn="uni/tn-coke/svcCont/redirectHealthGroup-fwService1"/>

</vnsRedirectDest>
<vnsRsIPSLAMonitoringPol

tDn="uni/tn-coke/ipslaMonitoringPol-icmp_Freq60_Pol1"/>
</vnsSvcRedirectPol>
<vnsSvcRedirectPol name="fwInt" hashingAlgorithm="dip" thresholdEnable="yes"

minThresholdPercent="20" maxThresholdPercent="80">
<vnsRedirectDest ip="30.30.30.100" mac="00:00:00:00:00:02">

<vnsRsRedirectHealthGroup
tDn="uni/tn-coke/svcCont/redirectHealthGroup-fwService1"/>

</vnsRedirectDest>
<vnsRsIPSLAMonitoringPol

tDn="uni/tn-coke/ipslaMonitoringPol-icmp_Freq60_Pol1"/>
</vnsSvcRedirectPol>

</vnsSvcCont>
</fvTenant>

</polUni>

サービスグラフテンプレート

サービスグラフテンプレートについて

Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）では、特定のタイプのファイアウォールとそれに
続く特定のモデルおよびバージョンのロードバランサといった一連のメタデバイスを定義でき

ます。これは、サービスグラフテンプレート呼ばれ、また、抽象グラフとも呼ばれます。抽

象サービスグラフテンプレートがコントラクトによって参照されると、サービスグラフテン

プレートはファブリック内に存在するファイアウォールやロードバランサなどの具象デバイス

にマッピングすることでインスタンス化されます。マッピングは「コンテキスト」の概念で発
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生します。「デバイスコンテキスト」とは、ACIがサービスグラフテンプレートにマッピン
グできるファイアウォールおよびロードバランサを特定できるようにするためのマッピング設

定です。もう 1つの重要な概念は、具象デバイスのクラスタを表す「論理デバイス」です。
サービスグラフテンプレートのレンダリングは、コントラクトによって定義されるパスに挿

入可能な適切な論理デバイスの識別に基づいています。

ACIはサービスをアプリケーションの重要部分と見なします。必要とされるすべてのサービス
が、Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）から ACIファブリックでインスタ
ンス化されるサービスグラフとして扱われます。ユーザは、アプリケーションに対してサービ

スを定義し、サービスグラフテンプレートはアプリケーションが必要とする一連のネットワー

クまたはサービス機能を識別します。グラフを APICに設定すると、APICはサービスグラフ
テンプレートで指定されたサービス機能要件に基づいてサービスを自動的に設定します。さら

に APICは、サービスグラフテンプレートで指定されたサービス機能のニーズに応じてネッ
トワークを自動的に設定しますが、これによってサービスデバイスでの変更が必要になること

はありません。

REST APIを使用したサービスグラフテンプレートの設定
次の REST APIを使用してサービスグラフテンプレートを設定できます。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<!—L3 Network-->
<fvCtx name="MyNetwork"/>
<!-- Bridge Domain for MySrvr EPG -->
<fvBD name="MySrvrBD">

<fvRsCtx tnFvCtxName="MyNetwork" />
<fvSubnet ip="10.10.10.10/24">
</fvSubnet>

</fvBD>
<!-- Bridge Domain for MyClnt EPG -->
<fvBD name="MyClntBD">
<fvRsCtx tnFvCtxName="MyNetwork" />
<fvSubnet ip="20.20.20.20/24">
</fvSubnet>

</fvBD>
<fvAp dn="uni/tn-acme/ap-MyAP" name="MyAP">

<fvAEPg dn="uni/tn-acme/ap-MyAP/epg-MyClnt" name="MyClnt">
<fvRsBd tnFvBDName="MySrvrBD" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Vendor1/dom-MyVMs" />
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct">
</fvRsProv>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/21]"

encap="vlan-202"/>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-18/pathep-[eth1/21]"

encap="vlan-202"/>
</fvAEPg>
<fvAEPg dn="uni/tn-acme/ap-MyAP/epg-MySRVR" name="MySRVR">

<fvRsBd tnFvBDName="MyClntBD" />
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Vendor1/dom-MyVMs" />
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct">
</fvRsCons>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/21]"

encap="vlan-203"/>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-18/pathep-[eth1/21]"

encap="vlan-203"/>
</fvAEPg>
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</fvAp>
</fvTenant>

</polUni>

REST APIを使用したセキュリティポリシーの作成
次の REST APIを使用してセキュリティポリシーを作成することができます。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<vzFilter name="HttpIn">

<vzEntry name="e1" prot="6" dToPort="80"/>
</vzFilter>
<vzBrCP name="webCtrct">

<vzSubj name="http">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="HttpIn"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

</fvTenant>
</polUni>

レイヤ 4 ~レイヤ7パラメータ

展開済みのサービスグラフの設定パラメータの変更について

サービスグラフを最初に展開すると、サービスグラフを正常に展開する前に、サービスグラ

フの設定パラメータまたは機能が拒否されます。これらの設定パラメータまたは機能には、IP
アドレス、ルートプレフィックス、ネクストホップの情報などのデバイスネットワーク設定

や、ファイアウォールの IPアクセスリストまたはロードバランサのサーバロードバランシン
グ設定などサービス設定を含みます。

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）の日常業務の一部としてサービスグラフ機能
を変更する必要があります。APICのGUIまたはCLIを使用して、サービスグラフの設定パラ
メータと機能を変更できます。APICを通じたサービスデバイスの機能変更に、サービスデバ
イス上の変更は必要ありません。

コンフィギュレーションパラメータを持つアプリケーション EPGの
XML POSTの例

次のXMLの例は、デバイスパッケージ内のコンフィギュレーションパラメータを示していま
す。

<fvAEPg dn="uni/tn-acme/ap-myApp/epg-app" name="app">

<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any"
key="Monitor"

name="monitor1">
<vnsRsFolderInstToMFolder

tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mDevCfg/mFolder-Monitor"/>
<vnsParamInst name="weight" key="weight" value="10"/>

Cisco APIC REST API設定ガイド
454

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

REST APIを使用したセキュリティポリシーの作成



</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any"
key="Service"

name="Service1">
<vnsParamInst name="servicename" key="servicename" value="crpvgrtst02-8010"/>
<vnsParamInst name="servicetype" key="servicetype" value="TCP"/>
<vnsParamInst name="servername" key="servername" value="s192.168.100.100"/>
<vnsParamInst name="serveripaddress" key="serveripaddress"

value="192.168.100.100"/>
<vnsParamInst name="serviceport" key="serviceport" value="8080"/>
<vnsParamInst name="svrtimeout" key="svrtimeout" value="9000" />
<vnsParamInst name="clttimeout" key="clttimeout" value="9000" />
<vnsParamInst name="usip" key="usip" value="NO" />
<vnsParamInst name="useproxyport" key="useproxyport" value="" />
<vnsParamInst name="cip" key="cip" value="ENABLED" />
<vnsParamInst name="cka" key="cka" value="NO" />
<vnsParamInst name="sp" key="sp" value="OFF" />
<vnsParamInst name="cmp" key="cmp" value="NO" />
<vnsParamInst name="maxclient" key="maxclient" value="0" />
<vnsParamInst name="maxreq" key="maxreq" value="0" />
<vnsParamInst name="tcpb" key="tcpb" value="NO" />
<vnsCfgRelInst name="MonitorConfig" key="MonitorConfig" targetName="monitor1"/>

</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G2" nodeNameOrLbl="any"
key="Network"

name="Network">
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G2" nodeNameOrLbl="any"

key="vip"
name="vip">
<vnsParamInst name="vipaddress1" key="vipaddress" value="10.10.10.200"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G2" nodeNameOrLbl="any"
devCtxLbl="C1" key="snip" name="snip1">
<vnsParamInst name="snipaddress" key="snipaddress" value="192.168.1.200"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G2" nodeNameOrLbl="any"
devCtxLbl="C2" key="snip" name="snip2">

<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G1" nodeNameOrLbl="any"
key="Network"

name="Network">
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G1" nodeNameOrLbl="any"

key="vip"
name="vip">
<vnsParamInst name="vipaddress1" key="vipaddress" value="10.10.10.100"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G1" nodeNameOrLbl="any"
devCtxLbl="C1" key="snip" name="snip1">
<vnsParamInst name="snipaddress" key="snipaddress" value="192.168.1.100"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G1" nodeNameOrLbl="any"
devCtxLbl="C2" key="snip" name="snip2">
<vnsParamInst name="snipaddress" key="snipaddress" value="192.168.1.101"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="G1" nodeNameOrLbl="any"
devCtxLbl="C3" key="snip" name="snip3">
<vnsParamInst name="snipaddress" key="snipaddress" value="192.168.1.102"/>

</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<!-- SLB Configuration -->
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any"

key="VServer"
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name="VServer">
<!-- Virtual Server Configuration -->
<vnsParamInst name="port" key="port" value="8010"/>
<vnsParamInst name="vip" key="vip" value="10.10.10.100"/>

<vnsParamInst name="vservername" key="vservername" value="crpvgrtst02-vip-8010"/>

<vnsParamInst name="servicename" key="servicename" value="crpvgrtst02-8010"/>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any"
key="VServerGlobalConfig" name="VServerGlobalConfig">
<vnsCfgRelInst name="ServiceConfig" key="ServiceConfig" targetName="Service1"/>

<vnsCfgRelInst name="VipConfig" key="VipConfig" targetName="Network/vip"/>
</vnsFolderInst>

</vnsFolderInst>
</fvAEPg>

デバイスパッケージ内のコンフィギュレーションパラメータの XML
の例

次のXMLの例は、デバイスパッケージ内のコンフィギュレーションパラメータを示していま
す。

<vnsMFolder key="VServer" scopedBy="epg">
<vnsRsConnector tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB/mConn-external"/>
<vnsMParam key="vservername" description="Name of VServer" mandatory="true"/>
<vnsMParam key="vip" description="Virtual IP"/>
<vnsMParam key="subnet" description="Subnet IP"/>
<vnsMParam key="port" description="Port for Virtual server"/>
<vnsMParam key="persistencetype" description="persistencetype"/>
<vnsMParam key="servicename" description="Service bound to this vServer"/>
<vnsMParam key="servicetype" description="Service bound to this vServer"/>
<vnsMParam key="clttimeout" description="Client timeout"/>
<vnsMFolder key="VServerGlobalConfig"
description="This references the global configuration">
<vnsMRel key="ServiceConfig">

<vnsRsTarget tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mDevCfg/mFolder-Service"/>
</vnsMRel>
<vnsMRel key="ServerConfig">

<vnsRsTarget tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mDevCfg/mFolder-Server"/>
</vnsMRel>
<vnsMRel key="VipConfig">

<vnsRsTarget
tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mDevCfg/mFolder-Network/mFolder-vip"/>

<vnsRsConnector tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB/mConn-external"/>

</vnsMRel>
</vnsMFolder>

</vnsMFolder>

コンフィギュレーションパラメータを持つ抽象機能ノードに対する

XML POSTの例
次の XML POSTの例は、コンフィギュレーションパラメータを持つ抽象機能ノードを示して
います。

<vnsAbsNode name = "SLB" funcType="GoTo" >
<vnsRsDefaultScopeToTerm tDn="uni/tn-tenant1/AbsGraph-G3/AbsTermNode-Output1/outtmnl"/>
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<vnsAbsFuncConn name = "C4" direction = "input">
<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB/mConn-external" />

</vnsAbsFuncConn>
<vnsAbsFuncConn name = "C5" direction = "output">

<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB/mConn-internal" />
</vnsAbsFuncConn>

<vnsAbsDevCfg>
<vnsAbsFolder key="Network" name="Network" scopedBy="epg">

<!-- Following scopes this folder to input terminal or Src Epg -->
<vnsRsScopeToTerm

tDn="uni/tn-tenant1/AbsGraph-G3/AbsTermNode-Output1/outtmnl"/>

<!-- VIP address -->
<vnsAbsFolder key="vip" name="vip" scopedBy="epg">

<vnsAbsParam name="vipaddress" key="vipaddress" value=""/>
</vnsAbsFolder>

<!-- SNIP address -->
<vnsAbsFolder key="snip" name="snip" scopedBy="epg">

<vnsAbsParam name="snipaddress" key="snipaddress" value=""/>
</vnsAbsFolder>

</vnsAbsFolder>

<vnsAbsFolder key="Service" name="Service" scopedBy="epg" cardinality="n">
<vnsRsScopeToTerm

tDn="uni/tn-tenant1/AbsGraph-G3/AbsTermNode-Output1/outtmnl"/>
<vnsAbsParam name="servicename" key="servicename" value=""/>
<vnsAbsParam name="servername" key="servername" value=""/>
<vnsAbsParam name="serveripaddress" key="serveripaddress" value=""/>

</vnsAbsFolder>
</vnsAbsDevCfg>

<vnsAbsFuncCfg>
<vnsAbsFolder key="VServer" name="VServer" scopedBy="epg">

<vnsRsScopeToTerm
tDn="uni/tn-tenant1/AbsGraph-G3/AbsTermNode-Output1/outtmnl"/>

<!-- Virtual Server Configuration -->
<vnsAbsParam name="vip" key="vip" value=""/>
<vnsAbsParam name="vservername" key="vservername" value=""/>
<vnsAbsParam name="servicename" key="servicename"/>
<vnsRsCfgToConn tDn="uni/tn-tenant1/AbsGraph-G3/AbsNode-Node2/AbsFConn-C4"

/>
</vnsAbsFolder>

</vnsAbsFuncCfg>
<vnsRsNodeToMFunc tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB"/>

</vnsAbsNode>

コンフィギュレーションパラメータを持つ抽象機能プロファイルに対

する XML POSTの例
次の XML POSTの例は、コンフィギュレーションパラメータを持つ抽象機能プロファイルを
示しています。

<vnsAbsFuncProfContr name = "NP">
<vnsAbsFuncProfGrp name = "Grp1">

<vnsAbsFuncProf name = "P1">
<vnsRsProfToMFunc tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB"/>
<vnsAbsDevCfg name="D1">
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<vnsAbsFolder key="Service" name="Service-Default" cardinality="n">
<vnsAbsParam name="servicetype" key="servicetype" value="TCP"/>
<vnsAbsParam name="serviceport" key="serviceport" value="80"/>
<vnsAbsParam name="maxclient" key="maxclient" value="1000"/>
<vnsAbsParam name="maxreq" key="maxreq" value="100"/>
<vnsAbsParam name="cip" key="cip" value="enable"/>
<vnsAbsParam name="usip" key="usip" value="enable"/>
<vnsAbsParam name="sp" key="sp" value=""/>
<vnsAbsParam name="svrtimeout" key="svrtimeout" value="60"/>
<vnsAbsParam name="clttimeout" key="clttimeout" value="60"/>
<vnsAbsParam name="cka" key="cka" value="NO"/>
<vnsAbsParam name="tcpb" key="tcpb" value="NO"/>
<vnsAbsParam name="cmp" key="cmp" value="NO"/>

</vnsAbsFolder>
</vnsAbsDevCfg>
<vnsAbsFuncCfg name="SLB">

<vnsAbsFolder key="VServer" name="VServer-Default">
<vnsAbsParam name="port" key="port" value="80"/>
<vnsAbsParam name="persistencetype" key="persistencetype"
value="cookie"/>

<vnsAbsParam name="clttimeout" key="clttimeout" value="100"/>
<vnsAbsParam name="servicetype" key="servicetype" value="TCP"/>
<vnsAbsParam name="servicename" key="servicename"/>

</vnsAbsFolder>
</vnsAbsFuncCfg>

</vnsAbsFuncProf>
</vnsAbsFuncProfGrp>

</vnsAbsFuncProfContr>

Copy Services

コピーサービスについて

Switched Port Analyzer（SPAN;）とは異なり、すべてのトラフィックが重複するが、Cisco
Application Centric Infrastructure（ACI）コピーサービス機能により、コントラクトの仕様に従っ
て、エンドポイントグループ間のトラフィックの一部を選択的にコピーできます。コントラク

ト対象のブロードキャスト、不明なユニキャストおよびマルチキャスト（BUM）、およびコ
ントロールプラントラフィックはコピーされません。対照的に、SPANはエンドポイントグ
ループ、アクセスポート、アップリンクポート以外のすべてをコピーします。SPANとは異
なり、コピーサービスは、コピーされたトラフィックにヘッダーを追加しません。コピーサー

ビスのトラフィックは、通常のトラフィックの転送への影響を最小限に抑えるため、スイッチ

内で内部的に管理されます。

レイヤ 4～レイヤ 7サービスの展開の詳細については、「Cisco APICレイヤ 4～レイヤ 7サー
ビス展開ガイド」を参照してください。

REST APIを使用してコピーサービスの設定
コピーデバイスは、copyノードを作成するコピーサービス機能の一部として使用されます。
コピーのノードは、トラフィックをコピーするエンドポイントグループ間のデータフローの

どの時点を指定します。
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この手順では、REST APIを使用してコピーサービスを設定する例を提供します。

コピーデバイスを設定すると、context awareパラメータは使用されません。context awareパラ
メータには single contextというデフォルト値がありますが、これは無視されます。

（注）

始める前に

テナントを作成しておく必要があります。

手順

ステップ 1 コピーデバイスを作成します。

例：

<vnsLDevVip contextAware="single-Context" devtype="PHYSICAL" funcType="None" isCopy="yes"
managed="no"
mode="legacy-Mode" name="copy0" packageModel="" svcType="COPY" trunking="no">

<vnsRsALDevToPhysDomP tDn="uni/phys-phys_scale_copy"/>
<vnsCDev devCtxLbl="" name="copy_Dyn_Device_0" vcenterName="" vmName="">
<vnsCIf name="int1" vnicName="">
<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-104/pathep-[eth1/15]"/>

</vnsCIf>
<vnsCIf name="int2" vnicName="">
<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-105/pathep-[eth1/15]"/>

</vnsCIf>
</vnsCDev>
<vnsLIf encap="vlan-3540" name="TAP">
<vnsRsCIfAttN tDn="uni/tn-t22/lDevVip-copy0/cDev-copy_Dyn_Device_0/cIf-[int2]"/>

<vnsRsCIfAttN tDn="uni/tn-t22/lDevVip-copy0/cDev-copy_Dyn_Device_0/cIf-[int1]"/>

</vnsLIf>
</vnsLDevVip>

ステップ 2 論理デバイスコンテキスト (デバイス選択ポリシーとも呼ばれる)を作成します。

例：

<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="c0" descr="" graphNameOrLbl="g0" name="" nodeNameOrLbl="CP1">

<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-t22/lDevVip-copy0"/>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="copy" descr="" name="">
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-t22/lDevVip-copy0/lIf-TAP"/>

</vnsLIfCtx>
</vnsLDevCtx>

ステップ 3 作成し、コピーするグラフテンプレートを適用します。

例：

<vnsAbsGraph descr="" name="g0" ownerKey="" ownerTag="" uiTemplateType="UNSPECIFIED">
<vnsAbsTermNodeCon descr="" name="T1" ownerKey="" ownerTag="">
<vnsAbsTermConn attNotify="no" descr="" name="1" ownerKey="" ownerTag=""/>
<vnsInTerm descr="" name=""/>
<vnsOutTerm descr="" name=""/>

</vnsAbsTermNodeCon>
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<vnsAbsTermNodeProv descr="" name="T2" ownerKey="" ownerTag="">
<vnsAbsTermConn attNotify="no" descr="" name="1" ownerKey="" ownerTag=""/>
<vnsInTerm descr="" name=""/>
<vnsOutTerm descr="" name=""/>

</vnsAbsTermNodeProv>
<vnsAbsConnection adjType="L2" connDir="provider" connType="external" descr=""

name="C1"
ownerKey="" ownerTag="" unicastRoute="yes">

<vnsRsAbsConnectionConns tDn="uni/tn-t22/AbsGraph-g0/AbsTermNodeCon-T1/AbsTConn"/>

<vnsRsAbsConnectionConns tDn="uni/tn-t22/AbsGraph-g0/AbsTermNodeProv-T2/AbsTConn"/>

<vnsRsAbsCopyConnection tDn="uni/tn-t22/AbsGraph-g0/AbsNode-CP1/AbsFConn-copy"/>

</vnsAbsConnection>
<vnsAbsNode descr="" funcTemplateType="OTHER" funcType="None" isCopy="yes"

managed="no"
name="CP1" ownerKey="" ownerTag="" routingMode="unspecified" sequenceNumber="0"

shareEncap="no">
<vnsAbsFuncConn attNotify="no" descr="" name="copy" ownerKey="" ownerTag=""/>
<vnsRsNodeToLDev tDn="uni/tn-t22/lDevVip-copy0"/>

</vnsAbsNode>
</vnsAbsGraph>

ステップ 4 エンドポイントのグループに関連付けられている契約でコピーグラフに関係を定義します。

例：

<vzBrCP descr="" name="c0" ownerKey="" ownerTag="" prio="unspecified" scope="tenant"
targetDscp="unspecified">

<vzSubj consMatchT="AtleastOne" descr="" name="Subject" prio="unspecified"
provMatchT="AtleastOne"

revFltPorts="yes" targetDscp="unspecified">
<vzRsSubjFiltAtt directives="" tnVzFilterName="default"/>
<vzRsSubjGraphAtt directives="" tnVnsAbsGraphName="g0"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

ステップ 5 エンドポイントグループを契約を接続します。

例：

<fvAEPg name="epg2860">
<fvRsCons tnVzBrCPName="c0"/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd0"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-phys_scale_SB"/>

<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-104/pathep-[PC_int2_g1]" encap="vlan-2860"

instrImedcy="immediate"/>
</fvAEPg>
<fvAEPg name="epg2861">
<fvRsProv tnVzBrCPName="c0"/>
<fvRsBd tnFvBDName="bd0"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/phys-phys_scale_SB"/>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-105/pathep-[PC_policy]" encap="vlan-2861"

instrImedcy="immediate"/>
</fvAEPg>
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自動化の開発

REST APIについて
自動化は、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のノースバウンド Representational
State Transfer（REST）APIを使用します。APIC UIを通じて実行できる処理はすべて、ノース
バウンド APIを使用した XMLベースの REST POSTを使用して実行できます。たとえば、こ
れらのAPI経由でのイベントのモニタ、EPGのダイナミックな有効化、およびポリシーの追加
などを実行できます。

また、ノースバウンド REST APIを使用して、デバイスがオンボードになったことの通知や、
エラーをモニタできます。両方のケースで特定のアクションをトリガするイベントをモニタで

きます。たとえば、特定のアプリケーション層で発生したエラーを検出し、接続の切断があり

リーフノードがダウンした場合、これらのアプリケーションを他の場所に再展開するアクショ

ンをトリガーできます。パケットドロップが検出された特定のコントラクトがある場合、これ

らのコントラクトの複数のコピーを特定のアプリケーション上で有効化できます。また、レ

ポートされた問題に基づいて特定のカウンタをモニタできる統計モニタリングポリシーを使用

できます。

APICノースバウンド APIにサブミットされた XMLファイルを構成する方法については、
『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Device Package Development Guide』を参照してください。

『Cisco APICManagement InformationModel Reference』で定義されている次の Python APIはノー
スバウンド APIを使用した REST POSTコールのサブミットに使用できます。

• vns:LDevVip：デバイスクラスタをアップロードします
• vns:CDev：デバイスをアップロードします
• vns:LIf：論理インターフェイスを作成します
• vns:AbsGraph：グラフを作成します
• vz:BrCP：契約にグラフを追加します

REST APIを使用した自動化の例
ここでは、REST APIを使用してタスクを自動化する例を示します。

次のREST要求は、ブロードキャストドメインを持つテナント、レイヤ 3ネットワーク、アプ
リケーションエンドポイントグループ、およびアプリケーションプロファイルを作成します。

<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">

<!—L3 Network-->
<fvCtx name="MyNetwork"/>

<!-- Bridge Domain for MySrvr EPG -->
<fvBD name="MySrvrBD">

<fvRsCtx tnFvCtxName="MyNetwork"/>
<fvSubnet ip="10.10.10.10/24">
</fvSubnet>
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</fvBD>

<!-- Bridge Domain for MyClnt EPG -->
<fvBD name="MyClntBD">

<fvRsCtx tnFvCtxName="MyNetwork"/>
<fvSubnet ip="20.20.20.20/24">
</fvSubnet>

</fvBD>

<fvAp dn="uni/tn-acme/ap-MyAP" name="MyAP">

<fvAEPg dn="uni/tn-acme/ap-MyAP/epg-MyClnt" name="MyClnt">
<fvRsBd tnFvBDName="MySrvrBD"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Vendor1/dom-MyVMs"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct"> </fvRsProv>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/21]"
encap="vlan-202"/>

<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-18/pathep-[eth1/21]"
encap="vlan-202"/>

</fvAEPg>

<fvAEPg dn="uni/tn-acme/ap-MyAP/epg-MySRVR" name="MySRVR">
<fvRsBd tnFvBDName="MyClntBD"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Vendor1/dom-MyVMs"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct"> </fvRsCons>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/21]"
encap="vlan-203"/>

<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-18/pathep-[eth1/21]"
encap="vlan-203"/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

次の REST要求は VLANネームスペースを作成します。
<polUni>

<infraInfra>
<fvnsVlanInstP name="MyNS" allocMode="dynamic">

<fvnsEncapBlk name="encap" from="vlan-201" to="vlan-300"/>
</fvnsVlanInstP>

</infraInfra>
</polUni>

次の REST要求は VMMドメインを作成します。
<polUni>

<vmmProvP vendor="Vendor1">
<vmmDomP name="MyVMs">

<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-MyNS-dynamic"/>
<vmmUsrAccP name="admin" usr="administrator" pwd="in$1eme"/>
<vmmCtrlrP name="vcenter1" hostOrIp="192.168.64.186">

<vmmRsAcc tDn="uni/vmmp-Vendor1/dom-MyVMs/usracc-admin"/>
</vmmCtrlrP>

</vmmDomP>
</vmmProvP>

</polUni>

次の REST要求は物理ドメインを作成します。
<polUni>

<physDomP name="phys">
<infraRsVlanNs tDn="uni/infra/vlanns-MyNS-dynamic"/>

</physDomP>
</polUni>
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次の REST要求は管理対象デバイスクラスタを作成します。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<vnsLDevVip name="ADCCluster1" contextAware=1>

<vnsRsMDevAtt tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0"/>
<vnsRsDevEpg tDn="uni/tn-acme/ap-services/epg-ifc"/>
<vnsRsALDevToPhysDomP tDn="uni/phys-phys"/>

<vnsCMgmt name="devMgmt" host="42.42.42.100" port="80"/>

<vnsCCred name="username"value="admin"/>

<vnsCCredSecret name="password" value="admin"/>
</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>

次の REST要求は非管理対象デバイスクラスタを作成します。
<polUni>

<fvTenant name="HA_Tenant1">

<vnsLDevVip name="ADCCluster1" devtype="VIRTUAL" managed="no">
<vnsRsALDevToDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet"/>

</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>

次の REST要求はデバイスクラスタコンテキストを作成します。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="webCtrct" graphNameOrLbl="G1" nodeNameOrLbl="Node1">

<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1"/>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="ssl-inside">

<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/lIf-int"/>
</vnsLIfCtx>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="any">

<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/lIf-ext"/>
</vnsLIfCtx>

</vnsLDevCtx>
</fvTenant>

</polUni>

次の要求は、ルーティングピアリングに使用されるデバイスクラスタコンテキストを作成し

ます。

<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-coke{{tenantId}}" name="coke{{tenantId}}">

<vnsRtrCfg name="Dev1Ctx1" rtrId="180.0.0.12"/>
<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="webCtrct1" graphNameOrLbl="WebGraph"
nodeNameOrLbl="FW">
<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-tenant1/lDevVip-Firewall"/>
<vnsRsLDevCtxToRtrCfg tnVnsRtrCfgName="FwRtrCfg"/>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="internal">

<vnsRsLIfCtxToInstP
tDn="uni/tn-tenant1/out-OspfInternal/instP-IntInstP"

status="created,modified"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-tenant1/lDevVip-Firewall/lIf-internal"/>

</vnsLIfCtx>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="external">
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<vnsRsLIfCtxToInstP tDn="uni/tn-common/out-OspfExternal/instP-ExtInstP"

status="created,modified"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-tenant1/lDevVip-Firewall/lIf-external"/>

</vnsLIfCtx>
</vnsLDevCtx>

</fvTenant>
</polUni>

テナント（レイヤ3 Outside）の外部接続の設定については、『CiscoAPICベーシックコンフィ
ギュレーションガイド』を参照してください。

（注）

次の REST要求はデバイスクラスタの論理インターフェイスを追加します。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<vnsLDevVip name="ADCCluster1">

<vnsLIf name="C5">
<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mIfLbl-outside"/>
<vnsRsCIfAtt tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/cDev-ADC1/cIf-int"/>

</vnsLIf>
<vnsLIf name="C4">

<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mIfLbl-inside"/>
<vnsRsCIfAtt tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/cDev-ADC1/cIf-ext"/>

</vnsLIf>
</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>

次の REST要求は物理デバイスクラスタの具象デバイスを追加します。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
<vnsLDevVip name="ADCCluster1">

<vnsCDev name="ADC1" devCtxLbl="C1">
<vnsCIf name="int">

<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/22]"/>
</vnsCIf>
<vnsCIf name="ext">

<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/21]"/>
</vnsCIf>
<vnsCIf name="mgmt">

<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/20]"/>
</vnsCIf>
<vnsCMgmt name="devMgmt" host="172.30.30.100" port="80"/>
<vnsCCred name="username" value="admin"/>
<vnsCCred name="password" value="admin"/>

</vnsCDev>
<vnsCDev name="ADC2" devCtxLbl="C2">

<vnsCIf name="int">
<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/23]"/>

</vnsCIf>
<vnsCIf name="ext">

<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/24]"/>
</vnsCIf>
<vnsCIf name="mgmt">

<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/30]"/>
</vnsCIf>
<vnsCMgmt name="devMgmt" host="172.30.30.200" port="80"/>
<vnsCCred name="username" value="admin"/>
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<vnsCCred name="password" value="admin"/>
</vnsCDev>

</vnsLDevVip>
</fvTenant>

</polUni>

次の REST要求は仮想デバイスクラスタの具象デバイスを追加します。
<polUni>

<fvTenant dn="uni/tn-coke5" name="coke5">
<vnsLDevVip name="Firewall5" devtype="VIRTUAL">

<vnsCDev name="ASA5" vcenterName="vcenter1" vmName="ifav16-ASAv-scale-05">
<vnsCIf name="Gig0/0" vnicName="Network adapter 2"/>
<vnsCIf name="Gig0/1" vnicName="Network adapter 3"/>
<vnsCIf name="Gig0/2" vnicName="Network adapter 4"/>
<vnsCIf name="Gig0/3" vnicName="Network adapter 5"/>
<vnsCIf name="Gig0/4" vnicName="Network adapter 6"/>
<vnsCIf name="Gig0/5" vnicName="Network adapter 7"/>
<vnsCIf name="Gig0/6" vnicName="Network adapter 8"/>
<vnsCIf name="Gig0/7" vnicName="Network adapter 9"/>
<vnsCMgmt name="devMgmt" host="3.5.3.170" port="443"/>
<vnsCCred name="username" value="admin"/>
<vnsCCredSecret name="password" value="insieme"/>

</vnsCDev>
</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>

次の REST要求は管理対象サービスグラフを作成します。
<polUni>

<fvTenant name="acme">
<vnsAbsGraph name = "G1">

<vnsAbsTermNode name = "Input1">
<vnsAbsTermConn name = "C1" direction = "output">
</vnsAbsTermConn>

</vnsAbsTermNode>

<!-- Node1 Provides SLB functionality -->
<vnsAbsNode name = "Node1" funcType="GoTo" >

<vnsRsDefaultScopeToTerm
tDn="uni/tn-acme/AbsGraph-G1/AbsTermNode-Output1/outtmnl"/>

<vnsAbsFuncConn name = "C4" direction = "input">
<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB/mConn-external"/>

<vnsRsConnToLIf tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/lIf-C4"/>
</vnsAbsFuncConn>

<vnsAbsFuncConn name = "C5" direction = "output">
<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB/mConn-internal"/>

<vnsRsConnToLIf tDn="uni/tn-acme/lDevVip-ADCCluster1/lIf-C5"/>
</vnsAbsFuncConn>

<vnsRsNodeToMFunc tDn="uni/infra/mDev-Acme-ADC-1.0/mFunc-SLB"/>
</vnsAbsNode>

<vnsAbsTermNode name = "Output1">
<vnsAbsTermConn name = "C6" direction = "input">
</vnsAbsTermConn>

</vnsAbsTermNode>

<vnsAbsConnection name = "CON1">
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<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-acme/AbsGraph-G1/AbsTermNode-Input1/AbsTConn"/>

<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-acme/AbsGraph-G1/AbsNode-Node1/AbsFConn-C4"/>

</vnsAbsConnection>

<vnsAbsConnection name = "CON3">
<vnsRsAbsConnectionConns

tDn="uni/tn-acme/AbsGraph-G1/AbsNode-Node1/AbsFConn-C5"/>
<vnsRsAbsConnectionConns

tDn="uni/tn-acme/AbsGraph-G1/AbsTermNode-Output1/AbsTConn"/>
</vnsAbsConnection>

</vnsAbsGraph>
</fvTenant>

</polUni>

次の REST要求は非管理対象モードでサービスグラフを作成します。
<polUni>

<fvTenant name="HA_Tenant1">
<vnsAbsGraph name="g1">

<vnsAbsTermNodeProv name="Input1">
<vnsAbsTermConn name="C1">
</vnsAbsTermConn>

</vnsAbsTermNodeProv>

<!-- Node1 Provides LoadBalancing functionality -->
<vnsAbsNode name="Node1" managed="no">

<vnsRsDefaultScopeToTerm
tDn="uni/tn-HA_Tenant1/AbsGraph-g1/AbsTermNodeProv-Input1/outtmnl"/>

<vnsAbsFuncConn name="outside" attNotify="true">
</vnsAbsFuncConn>
<vnsAbsFuncConn name="inside" attNotify="true">
</vnsAbsFuncConn>

</vnsAbsNode>

<vnsAbsTermNodeCon name="Output1">
<vnsAbsTermConn name="C6">
</vnsAbsTermConn>

</vnsAbsTermNodeCon>

<vnsAbsConnection name="CON2" adjType="L3" unicastRoute="yes">
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-HA_Tenant1/AbsGraph-g1/AbsTermNodeCon-Output1/AbsTConn"/>

<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-HA_Tenant1/AbsGraph-g1/AbsNode-Node1/AbsFConn-outside"/>

</vnsAbsConnection>

<vnsAbsConnection name="CON1" adjType="L2" unicastRoute="no">
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-HA_Tenant1/AbsGraph-g1/AbsNode-Node1/AbsFConn-inside"/>

<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-HA_Tenant1/AbsGraph-g1/AbsTermNodeProv-Input1/AbsTConn"/>

</vnsAbsConnection>

</vnsAbsGraph>
</fvTenant>

</polUni>

次の REST要求はセキュリティポリシー（コントラクト）を作成します。

<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">
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<vzFilter name="HttpIn">
<vzEntry name="e1" prot="6" dToPort="80"/>

</vzFilter>

<vzBrCP name="webCtrct">
<vzSubj name="http">

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="HttpIn"/>
</vzSubj>

</vzBrCP>
</fvTenant>

</polUni>

次の REST要求はアプリケーション EPGからのグラフコンフィギュレーションパラメータを
提供します。

<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-acme" name="acme">

<!-- Application Profile -->
<fvAp dn="uni/tn-acme/ap-MyAP" name="MyAP">

<!-- EPG 1 -->
<fvAEPg dn="uni/tn-acme/ap-MyAP/epg-MyClnt" name="MyClnt">

<fvRsBd tnFvBDName="MyClntBD"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Vendor1/dom-MyVMs"/>
<fvRsProv tnVzBrCPName="webCtrct">
</fvRsProv>
<fvRsPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-17/pathep-[eth1/20]"

encap="vlan-201"/>
<fvSubnet name="SrcSubnet" ip="192.168.10.1/24"/>

</fvAEPg>

<!-- EPG 2 -->
<fvAEPg dn="uni/tn-acme/ap-MyAP/epg-MySRVR" name="MySRVR">

<fvRsBd tnFvBDName="MyClntBD"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-Vendor1/dom-MyVMs"/>
<fvRsCons tnVzBrCPName="webCtrct">
</fvRsCons>

<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any"

key="Monitor" name="monitor1">
<vnsParamInst name="weight" key="weight" value="10"/>

</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any"

key="Service" name="Service1">
<vnsParamInst name="servicename" key="servicename"
value="crpvgrtst02-8010"/>

<vnsParamInst name="servicetype" key="servicetype" value="TCP"/>
<vnsParamInst name="servername" key="servername"
value="s192.168.100.100"/>

<vnsParamInst name="serveripaddress" key="serveripaddress"
value="192.168.100.100"/>

<vnsParamInst name="serviceport" key="serviceport" value="8080"/>
<vnsParamInst name="svrtimeout" key="svrtimeout" value="9000"/>
<vnsParamInst name="clttimeout" key="clttimeout" value="9000"/>
<vnsParamInst name="usip" key="usip" value="NO"/>
<vnsParamInst name="useproxyport" key="useproxyport" value=""/>
<vnsParamInst name="cip" key="cip" value="ENABLED"/>
<vnsParamInst name="cka" key="cka" value="NO"/>
<vnsParamInst name="sp" key="sp" value="OFF"/>
<vnsParamInst name="cmp" key="cmp" value="NO"/>
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<vnsParamInst name="maxclient" key="maxclient" value="0"/>
<vnsParamInst name="maxreq" key="maxreq" value="0"/>
<vnsParamInst name="tcpb" key="tcpb" value="NO"/>
<vnsCfgRelInst name="MonitorConfig" key="MonitorConfig"
targetName="monitor1"/>

</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any"
nodeNameOrLbl="any" key="Network" name="Network">
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any"
nodeNameOrLbl="any" key="vip" name="vip">
<vnsParamInst name="vipaddress1" key="vipaddress"
value="10.10.10.100"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any"
nodeNameOrLbl="any" devCtxLbl="C1" key="snip" name="snip1">
<vnsParamInst name="snipaddress" key="snipaddress"
value="192.168.1.100"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any"
nodeNameOrLbl="any" devCtxLbl="C2" key="snip" name="snip2">
<vnsParamInst name="snipaddress" key="snipaddress"
value="192.168.1.101"/>

</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any"
nodeNameOrLbl="any" devCtxLbl="C3" key="snip" name="snip3">
<vnsParamInst name="snipaddress" key="snipaddress"
value="192.168.1.102"/>

</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<!-- SLB Configuration -->
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any"
nodeNameOrLbl="any" key="VServer" name="VServer">
<!-- Virtual Server Configuration -->
<vnsParamInst name="port" key="port" value="8010"/>
<vnsParamInst name="vip" key="vip" value="10.10.10.100"/>
<vnsParamInst name="vservername" key="vservername"
value="crpvgrtst02-vip-8010"/>

<vnsParamInst name="servicename" key="servicename"
value="crpvgrtst02-8010"/>

<vnsParamInst name="servicetype" key="servicetype" value="TCP"/>
<vnsFolderInst ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any"
nodeNameOrLbl="any" key="VServerGlobalConfig"

name="VServerGlobalConfig">
<vnsCfgRelInst name="ServiceConfig" key="ServiceConfig"
targetName="Service1"/>

<vnsCfgRelInst name="VipConfig" key="VipConfig"
targetName="Network/vip"/>

</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

次の REST要求はコントラクトにサービスグラフをアタッチします。
<polUni>

<fvTenant name="acme">
<vzBrCP name="webCtrct">

<vzSubj name="http">
<vzRsSubjGraphAtt graphName="G1" termNodeName="Input1"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>
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</fvTenant>
</polUni>

Example: Configuring Layer 4 to Layer 7 Services (Firewall)

例：REST APIを使用したレイヤ 4～レイヤ 7サービスの設定
このトピックでは、REST APIを使用してレイヤ 4～ 7サービス（ASAファイアウォール）を
設定するための手順を示します。

始める前に

•レイヤ 3アウトサイドネットワークおよびブリッジドメインでレイヤ 4～レイヤ 7サー
ビスを使用するためテナントを作成します。

•アプリケーションプロファイルを作成します。

•物理ドメインまたは VMMドメインを設定します。

•デバイスパッケージをインポートおよび登録して、それらにパラメータを設定します。

手順

ステップ 1 次の例のように、XMLを使用してレイヤ 4～レイヤ 7のASAvデバイスパッケージモデルを
作成します。

例：

<vnsLDevVip trunking="no" svcType="FW"
packageModel="ASAv" name="ASAv" mode="legacy-Mode"
managed="yes" isCopy="no" funcType="GoTo"
dn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv" devtype="VIRTUAL"
contextAware="single-Context">

<vnsCCred name="username" value="admin"/>
<vnsRsMDevAtt tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2"/>
<vnsCCredSecret name="password"/>
<vnsCMgmt name="" port="443" host="172.31.184.249"/>
<vnsRsALDevToDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS"/>
<vnsCDev name="Device1" vmName="ASAv-L3" vcenterName="vcenter" devCtxLbl="">
<vnsCCred name="username" value="admin"/>
<vnsCCredSecret name="password"/>
<vnsCMgmt name="" port="443" host="172.31.184.249"/>
<vnsCIf name="GigabitEthernet0/1" vnicName="Network adapter 3"/>
<vnsCIf name="GigabitEthernet0/0" vnicName="Network adapter 2"/>
<vnsRsCDevToCtrlrP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS/ctrlr-vcenter"/>
</vnsCDev>

<vnsLIf name="provider" encap="unknown">
<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mIfLbl-internal" isConAndProv="no"/>
<vnsRsCIfAttN tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/cDev-Device1/cIf-[GigabitEthernet0/1]"/>
</vnsLIf>
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<vnsLIf name="consumer" encap="unknown">
<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mIfLbl-external" isConAndProv="no"/>
<vnsRsCIfAttN tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/cDev-Device1/cIf-[GigabitEthernet0/0]"/>
</vnsLIf>
</vnsLDevVip>

ステップ 2 次の例のように、XMLを使用してレイヤ 4～レイヤ 7の FW-Graphを設定します。

例：

<vnsAbsGraph uiTemplateType="UNSPECIFIED" ownerTag="" ownerKey="" name="FW-Graph"
dn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph" descr="">

<vnsAbsTermNodeCon ownerTag="" ownerKey="" name="T1" descr="">
<vnsAbsTermConn ownerTag="" ownerKey="" name="1" descr="" attNotify="no"/>
<vnsInTerm name="" descr=""/>
<vnsOutTerm name="" descr=""/>
</vnsAbsTermNodeCon>

<vnsAbsTermNodeProv ownerTag="" ownerKey="" name="T2" descr="">
<vnsAbsTermConn ownerTag="" ownerKey="" name="1" descr="" attNotify="no"/>
<vnsInTerm name="" descr=""/>
<vnsOutTerm name="" descr=""/>
</vnsAbsTermNodeProv>

<vnsAbsConnection ownerTag="" ownerKey="" name="C1" descr="" unicastRoute="yes"
directConnect="no" connType="external" connDir="provider" adjType="L2">
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsNode-N1/AbsFConn-consumer"/>
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsTermNodeCon-T1/AbsTConn"/>
</vnsAbsConnection>

<vnsAbsConnection ownerTag="" ownerKey="" name="C2" descr="" unicastRoute="yes"
directConnect="no" connType="external" connDir="provider" adjType="L2">
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsNode-N1/AbsFConn-provider"/>
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsTermNodeProv-T2/AbsTConn"/>
</vnsAbsConnection>

<vnsAbsNode ownerTag="" ownerKey="" name="N1" descr="" shareEncap="no" sequenceNumber="0"

routingMode="unspecified" managed="yes" isCopy="no" funcType="GoTo"
funcTemplateType="FW_ROUTED">
<vnsAbsFuncConn ownerTag="" ownerKey="" name="consumer" descr="" attNotify="no">
<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mFunc-Firewall/mConn-external"/>
</vnsAbsFuncConn>

<vnsAbsFuncConn ownerTag="" ownerKey="" name="provider" descr="" attNotify="no">
<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mFunc-Firewall/mConn-internal"/>
</vnsAbsFuncConn>
<vnsRsNodeToAbsFuncProf
tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/absFuncProfContr/absFuncProfGrp-WebServiceProfileGroup/absFuncProf-WebPolicyForRoutedMode"/>
<vnsRsNodeToLDev tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv"/>
<vnsRsNodeToMFunc tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mFunc-Firewall"/>
</vnsAbsNode>
</vnsAbsGraph>

ステップ 3 次の例のように XMLを使用して、デバイス選択ポリシーを作成します。

例：

<vnsLDevCtx nodeNameOrLbl="N1" name="" graphNameOrLbl="FW-Graph"
dn="uni/tn-Tenant-test/ldevCtx-c-Client-to-Web-g-FW-Graph-n-N1" descr=""
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ctrctNameOrLbl="Client-to-Web">
<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv"/>

<vnsLIfCtx name="" descr="" connNameOrLbl="provider">
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-Tenant-test/BD-BD2"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/lIf-provider"/>
</vnsLIfCtx>

<vnsLIfCtx name="" descr="" connNameOrLbl="consumer">
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-Tenant-test/BD-BD1"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/lIf-consumer"/>
</vnsLIfCtx>
</vnsLDevCtx>

ステップ 4 次の例のように、XMLを使用して FWグラフサービスグラフに関連付けられているコントラ
クトを設定します。

例：

<vzBrCP targetDscp="unspecified" scope="tenant" prio="unspecified" ownerTag=""
ownerKey="" name="Client-to-Web" dn="uni/tn-Tenant-test/brc-Client-to-Web" descr="">

<vzSubj targetDscp="unspecified" prio="unspecified" name="Subject" descr=""
revFltPorts="yes" provMatchT="AtleastOne" consMatchT="AtleastOne"
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="default" directives=""/>
<vzRsSubjGraphAtt directives="" tnVnsAbsGraphName="FW-Graph"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>

ステップ 5 次の例のように、XMLを使用してクライアント EPGを作成します。

例：

<fvAEPg prio="unspecified" pcEnfPref="unenforced" name="Client"
matchT="AtleastOne" isAttrBasedEPg="no" fwdCtrl=""
dn="uni/tn-Tenant-test/ap-ANP/epg-Client" descr="">
<fvRsCons prio="unspecified" tnVzBrCPName="Client-to-Web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS" resImedcy="lazy" primaryEncap="unknown"
instrImedcy="lazy" encap="unknown" delimiter="" classPref="encap"/>
<fvRsBd tnFvBDName="BD1"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
</fvAEPg>

ステップ 6 次の例のように、XMLを使用してWeb EPGを作成します。

例：

-<fvAEPg prio="unspecified" pcEnfPref="unenforced" name="Web" matchT="AtleastOne"
isAttrBasedEPg="no" fwdCtrl="" dn="uni/tn-Tenant-test/ap-ANP/epg-Web" descr="">
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS" resImedcy="lazy" primaryEncap="unknown"
instrImedcy="lazy" encap="unknown" delimiter="" classPref="encap"/>
<fvRsBd tnFvBDName="BD2"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>

<vnsFolderInst name="internalIf" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="Interface"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">

<vnsFolderInst name="internalIfCfg" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="InterfaceConfig"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="internal_security_level" locked="no" key="security_level"
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cardinality="unspecified"
value="100" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="externalIf" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="Interface"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">

<vnsFolderInst name="ExtAccessGroup" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="AccessGroup"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsCfgRelInst name="name" locked="no" key="inbound_access_list_name"
cardinality="unspecified" mandatory="no"
targetName="access-list-inbound"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="externalIfCfg" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="InterfaceConfig"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">

<vnsParamInst name="external_security_level" locked="no" key="security_level"
cardinality="unspecified" value="50" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="IntConfig" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="InIntfConfigRelFolder"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsCfgRelInst name="InConfigrel" locked="no" key="InIntfConfigRel"
cardinality="unspecified" mandatory="no" targetName="internalIf"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="ExtConfig" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="ExIntfConfigRelFolder"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsCfgRelInst name="ExtConfigrel" locked="no" key="ExIntfConfigRel"
cardinality="unspecified" mandatory="no"
targetName="externalIf"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="access-list-inbound" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="AccessList"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsFolderInst name="permit-https" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="AccessControlEntry"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="action-permit" locked="no" key="action" cardinality="unspecified"
value="permit"
validation="" mandatory="no"/>
<vnsParamInst name="order1" locked="no" key="order" cardinality="unspecified" value="10"
validation="" mandatory="no"/>

<vnsFolderInst name="dest-service" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="destination_service"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
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<vnsParamInst name="op" locked="no" key="operator" cardinality="unspecified" value="eq"
validation="" mandatory="no"/>
<vnsParamInst name="port" locked="no" key="low_port" cardinality="unspecified"
value="https" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="dest-address" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="destination_address"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="src-address" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="source_address"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="tcp" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no" key="protocol"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="tcp" locked="no" key="name_number" cardinality="unspecified"
value="tcp" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="permit-http" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="AccessControlEntry"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="action-permit" locked="no" key="action" cardinality="unspecified"
value="permit"
validation="" mandatory="no"/>

<vnsParamInst name="order1" locked="no" key="order" cardinality="unspecified" value="10"
validation="" mandatory="no"/>

<vnsFolderInst name="dest-service" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="destination_service"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="op" locked="no" key="operator" cardinality="unspecified" value="eq"
validation="" mandatory="no"/>
<vnsParamInst name="port" locked="no" key="low_port" cardinality="unspecified" value="http"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="dest-address" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="destination_address"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="src-address" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no"
key="source_address"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
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validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="tcp" scopedBy="epg" nodeNameOrLbl="N1" locked="no" key="protocol"
graphNameOrLbl="FW-Graph" devCtxLbl="" ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"
cardinality="unspecified">

<vnsParamInst name="tcp" locked="no" key="name_number" cardinality="unspecified"
value="tcp" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<fvRsProv prio="unspecified" matchT="AtleastOne" tnVzBrCPName="Client-to-Web"/>
</fvAEPg>

例

テナントのレイヤ 4～レイヤ 7の ASAvファイアウォールサービス全体を設定するに
は、次の例のように XMLを使用します。
<fvTenant ownerTag="" ownerKey="" name="Tenant-test" dn="uni/tn-Tenant-test" descr="">

<vnsLDevCtx name="" descr="" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"><vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv"/>

<vnsLIfCtx name="" descr="" connNameOrLbl="provider">
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-Tenant-test/BD-BD2"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/lIf-provider"/>
</vnsLIfCtx>

<vnsLIfCtx name="" descr="" connNameOrLbl="consumer">
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-Tenant-test/BD-BD1"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/lIf-consumer"/>
</vnsLIfCtx>
</vnsLDevCtx>

<vzBrCP ownerTag="" ownerKey="" name="Client-to-Web" descr="" targetDscp="unspecified"
scope="tenant" prio="unspecified">

<vzSubj name="Subject" descr="" targetDscp="unspecified" prio="unspecified"
revFltPorts="yes"
provMatchT="AtleastOne" consMatchT="AtleastOne">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="default" directives=""/>
<vzRsSubjGraphAtt directives="" tnVnsAbsGraphName="FW-Graph"/>
</vzSubj>
</vzBrCP>

<vnsAbsGraph ownerTag="" ownerKey="" name="FW-Graph" descr="" uiTemplateType="UNSPECIFIED">
<vnsAbsTermNodeCon ownerTag="" ownerKey="" name="T1" descr="">
<vnsAbsTermConn ownerTag="" ownerKey="" name="1" descr="" attNotify="no"/>
<vnsInTerm name="" descr=""/>
<vnsOutTerm name="" descr=""/>
</vnsAbsTermNodeCon>

<vnsAbsTermNodeProv ownerTag="" ownerKey="" name="T2" descr="">
<vnsAbsTermConn ownerTag="" ownerKey="" name="1" descr="" attNotify="no"/>
<vnsInTerm name="" descr=""/>
<vnsOutTerm name="" descr=""/>
</vnsAbsTermNodeProv>
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<vnsAbsConnection ownerTag="" ownerKey="" name="C1" descr="" unicastRoute="yes"
directConnect="no" connType="external" connDir="provider" adjType="L2">
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsNode-N1/AbsFConn-consumer"/>
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsTermNodeCon-T1/AbsTConn"/>
</vnsAbsConnection>

<vnsAbsConnection ownerTag="" ownerKey="" name="C2" descr="" unicastRoute="yes"
directConnect="no" connType="external" connDir="provider" adjType="L2">
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsNode-N1/AbsFConn-provider"/>
<vnsRsAbsConnectionConns
tDn="uni/tn-Tenant-test/AbsGraph-FW-Graph/AbsTermNodeProv-T2/AbsTConn"/>
</vnsAbsConnection>

<vnsAbsNode ownerTag="" ownerKey="" name="N1" descr="" shareEncap="no" sequenceNumber="0"

routingMode="unspecified" managed="yes" isCopy="no" funcType="GoTo"
funcTemplateType="FW_ROUTED">

<vnsAbsFuncConn ownerTag="" ownerKey="" name="consumer" descr="" attNotify="no">
<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mFunc-Firewall/mConn-external"/>
</vnsAbsFuncConn>

<vnsAbsFuncConn ownerTag="" ownerKey="" name="provider" descr="" attNotify="no">
<vnsRsMConnAtt tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mFunc-Firewall/mConn-internal"/>
</vnsAbsFuncConn>
<vnsRsNodeToAbsFuncProf
tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/absFuncProfContr/absFuncProfGrp-WebServiceProfileGroup/absFuncProf-WebPolicyForRoutedMode"/>
<vnsRsNodeToLDev tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv"/>
<vnsRsNodeToMFunc tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mFunc-Firewall"/>
</vnsAbsNode>
</vnsAbsGraph>

<fvBD ownerTag="" ownerKey="" name="BD1" descr="" unicastRoute="yes" vmac="not-applicable"

unkMcastAct="flood" unkMacUcastAct="proxy" type="regular" multiDstPktAct="bd-flood"
mcastAllow="no"
mac="00:22:BD:F8:19:FF" llAddr="::" limitIpLearnToSubnets="no" ipLearning="yes"
epMoveDetectMode="" arpFlood="no">
<fvRsBDToNdP tnNdIfPolName=""/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="VRF1"/>
<fvRsIgmpsn tnIgmpSnoopPolName=""/>
<fvRsBdToEpRet tnFvEpRetPolName="" resolveAct="resolve"/>
</fvBD>

<fvBD ownerTag="" ownerKey="" name="BD2" descr="" unicastRoute="yes" vmac="not-applicable"

unkMcastAct="flood" unkMacUcastAct="proxy" type="regular" multiDstPktAct="bd-flood"
mcastAllow="no"
mac="00:22:BD:F8:19:FF" llAddr="::" limitIpLearnToSubnets="no" ipLearning="yes"
epMoveDetectMode="" arpFlood="no">
<fvRsBDToNdP tnNdIfPolName=""/>
<fvRsCtx tnFvCtxName="VRF1"/>
<fvRsIgmpsn tnIgmpSnoopPolName=""/>
<fvRsBdToEpRet tnFvEpRetPolName="" resolveAct="resolve"/>
</fvBD>

<fvCtx ownerTag="" ownerKey="" name="VRF1" descr="" pcEnfPref="enforced" pcEnfDir="ingress"

knwMcastAct="permit">
<fvRsBgpCtxPol tnBgpCtxPolName=""/>
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<fvRsCtxToExtRouteTagPol tnL3extRouteTagPolName=""/>
<fvRsOspfCtxPol tnOspfCtxPolName=""/>
<vzAny name="" descr="" matchT="AtleastOne"/>
<fvRsCtxToEpRet tnFvEpRetPolName=""/>
</fvCtx>
<vnsSvcCont/>

<fvAp ownerTag="" ownerKey="" name="ANP" descr="" prio="unspecified">

<fvAEPg name="Web" descr="" prio="unspecified" pcEnfPref="unenforced"
matchT="AtleastOne" isAttrBasedEPg="no" fwdCtrl="">
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS" resImedcy="lazy" primaryEncap="unknown"
instrImedcy="lazy" encap="unknown" delimiter="" classPref="encap"/>
<fvRsBd tnFvBDName="BD2"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>

<vnsFolderInst name="internalIf" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web"scopedBy="epg" locked="no" key="Interface"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">

<vnsFolderInst name="internalIfCfg" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="InterfaceConfig"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="internal_security_level" locked="no" key="security_level"
cardinality="unspecified"
value="100" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="externalIf" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="Interface"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">

<vnsFolderInst name="ExtAccessGroup" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="AccessGroup" devCtxLbl=""

cardinality="unspecified">
<vnsCfgRelInst name="name" locked="no" key="inbound_access_list_name"
cardinality="unspecified"
mandatory="no" targetName="access-list-inbound"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="externalIfCfg" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="InterfaceConfig"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="external_security_level" locked="no" key="security_level"
cardinality="unspecified" value="50" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="IntConfig" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="InIntfConfigRelFolder"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsCfgRelInst name="InConfigrel" locked="no" key="InIntfConfigRel"
cardinality="unspecified"
mandatory="no" targetName="internalIf"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="ExtConfig" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="ExIntfConfigRelFolder"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsCfgRelInst name="ExtConfigrel" locked="no" key="ExIntfConfigRel"
cardinality="unspecified"
mandatory="no" targetName="externalIf"/>
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</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="access-list-inbound" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="AccessList" devCtxLbl=""

cardinality="unspecified">

<vnsFolderInst name="permit-https" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="AccessControlEntry"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="action-permit" locked="no" key="action" cardinality="unspecified"
value="permit" validation="" mandatory="no"/>
<vnsParamInst name="order1" locked="no" key="order" cardinality="unspecified" value="10"

validation="" mandatory="no"/>

<vnsFolderInst name="dest-service" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="destination_service"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="op" locked="no" key="operator" cardinality="unspecified"
value="eq" validation="" mandatory="no"/>
<vnsParamInst name="port" locked="no" key="low_port" cardinality="unspecified"
value="https" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
<vnsFolderInst name="dest-address" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="destination_address"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="src-address" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="source_address"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="tcp" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="protocol" devCtxLbl=""
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="tcp" locked="no" key="name_number" cardinality="unspecified"
value="tcp" validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="permit-http" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="AccessControlEntry"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="action-permit" locked="no" key="action" cardinality="unspecified"
value="permit" validation="" mandatory="no"/>
<vnsParamInst name="order1" locked="no" key="order" cardinality="unspecified" value="10"

validation="" mandatory="no"/>

<vnsFolderInst name="dest-service" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="destination_service"
devCtxLbl="" cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="op" locked="no" key="operator" cardinality="unspecified" value="eq"

validation="" mandatory="no"/>
<vnsParamInst name="port" locked="no" key="low_port" cardinality="unspecified" value="http"

validation="" mandatory="no"/>
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</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="dest-address" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="destination_address"
devCtxLbl=""
cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="src-address" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="source_address" devCtxLbl=""

cardinality="unspecified">
<vnsParamInst name="any" locked="no" key="any" cardinality="unspecified" value="any"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>

<vnsFolderInst name="tcp" nodeNameOrLbl="N1" graphNameOrLbl="FW-Graph"
ctrctNameOrLbl="Client-to-Web" scopedBy="epg" locked="no" key="protocol" devCtxLbl=""
cardinality="unspecified">

<vnsParamInst name="tcp" locked="no" key="name_number" cardinality="unspecified"
value="tcp"
validation="" mandatory="no"/>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>
</vnsFolderInst>
<fvRsProv prio="unspecified" matchT="AtleastOne" tnVzBrCPName="Client-to-Web"/>
</fvAEPg>

<fvAEPg name="Client" descr="" prio="unspecified" pcEnfPref="unenforced"
matchT="AtleastOne"
isAttrBasedEPg="no" fwdCtrl="">
<fvRsCons prio="unspecified" tnVzBrCPName="Client-to-Web"/>
<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS" resImedcy="lazy" primaryEncap="unknown"
instrImedcy="lazy" encap="unknown" delimiter="" classPref="encap"/>
<fvRsBd tnFvBDName="BD1"/>
<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName=""/>
</fvAEPg>
</fvAp>
<fvRsTenantMonPol tnMonEPGPolName=""/>

<vnsLDevVip name="ASAv" managed="yes" isCopy="no" funcType="GoTo" trunking="no"
svcType="FW" packageModel="ASAv" mode="legacy-Mode" devtype="VIRTUAL"
contextAware="single-Context">
<vnsCCred name="username" value="admin"/>
<vnsRsMDevAtt tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2"/>
<vnsCCredSecret name="password"/>
<vnsCMgmt name="" port="443" host="172.31.184.249"/>
<vnsRsALDevToDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS"/>

<vnsCDev name="Device1" devCtxLbl="" vmName="ASAv-L3" vcenterName="vcenter">
<vnsCCred name="username" value="admin"/>
<vnsCCredSecret name="password"/>
<vnsCMgmt name="" port="443" host="172.31.184.249"/>
<vnsCIf name="GigabitEthernet0/1" vnicName="Network adapter 3"/>
<vnsCIf name="GigabitEthernet0/0" vnicName="Network adapter 2"/>
<vnsRsCDevToCtrlrP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-ACI_vDS/ctrlr-vcenter"/>
</vnsCDev>

<vnsLIf name="provider" encap="unknown">
<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mIfLbl-internal" isConAndProv="no"/>
<vnsRsCIfAttN tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/cDev-Device1/cIf-[GigabitEthernet0/1]"/>
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</vnsLIf>

<vnsLIf name="consumer" encap="unknown">
<vnsRsMetaIf tDn="uni/infra/mDev-CISCO-ASA-1.2/mIfLbl-external" isConAndProv="no"/>
<vnsRsCIfAttN tDn="uni/tn-Tenant-test/lDevVip-ASAv/cDev-Device1/cIf-[GigabitEthernet0/0]"/>
</vnsLIf>
</vnsLDevVip>
</fvTenant>

例:レイヤ 7ルートピアリングするレイヤ 4の設定

レイヤ 4からレイヤ 7のルートピアリングを REST APIを設定する
これらの l3extOutポリシーは、ファブリックリーフでOSPFを有効にするために必要なOSPF
設定を指定します。外部通信に使用される l3extOutポリシーと非常によく似ています。

l3extOutポリシーは、ファブリック内外にどのルートを配付するかを制御するプレフィックス

ベースの EPGも指定します。Scope=import属性は、どのエンドポイントプレフィックスを学

習するかを制御し、外部 L4-L7デバイスにこのルートをアドバタイズするよう指示します。
Scope=export属性は、ファブリックによってこのルートをL4-L7デバイスにアドバタイズする
必要があると指定します。

l3extOutポリシーの 2つの例を次に示します。OspfInternalをeth1/23で導入する例と、
OspfExternalを eth1/25で導入する例です。

始める前に

1つ以上の l3extOut外部ネットワーク接続を作成し、それらをサービスデバイスが接続されて
いるファブリックリーフノードに展開します。

手順

ステップ 1 eth1/23で OspfInternalを設定するには、次のような例と同様に XMLとともにポストを送信し
ます。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8?>
<!-- /api/policymgr/mo.xml -->
<polUni>

<fvTenant name="coke{{tenantId}}">
{% if status is not defined %}

{% set status = "created,modified" %}
{% endif %}

<l3extOut name="OspfInternal" status="{{status}}">

<l3extLNodeP name="bLeaf-101">
<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="180.0.0.11"/>

<l3extLifP name='portIf''>
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/23]"
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ifInstT='ext-svi' encap='vlan-3844' addr="30.30.30.100/28"
mtu='1500'/>

<!-- <ospfIfP authKey="tecom" authType="md5" authKeyId='1'> -->
<ospfIfP>

<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospfIfPol'/>
</ospfIfP>

</l3extLIfP>
</l3extLNodeP>

<ospfExtP areaId='111' areaType='nssa' areaCtrl='redistribute'/>

<l3extInstP name="OspfInternalInstP">
<l3extSubnet ip="30.30.30.100/28" scope="import"/>
<l3extSubnet ip="20.20.20.0/24" scope="import"/>
<l3extSubnet ip="10.10.10.0/24" scope="export"/>

</l3extInstP>

<l3extRsEctx tnFvCtxName="cokectx1"/>

</l3extOut>

<ospfIfPol name="ospfIfPol" nwT='bcast' xmitDelay='1'
helloIntvl='10' deadIntvl='40' status="created,modified"/>

</fvTenant>
</polUni>

ステップ 2 eth1/25で OspfExternalを設定するには、次のような例と同様に XMLとともにポストを送信し
ます。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8?>
<!-- /api/policymgr/mo.xml -->

<polUni>
<fvTenant name="common">

<fvCtx name="commonctx"/>

{% if status is not defined %}
{% set status="created,modified" %}

{% endif %}

<l3extOut name=OspfExternal" status="{{status}}">
<l3extLNodeP name="bLeaf-101">

<l3extRsNodeL3OutAtt tDn="topology/pod-1/node-101" rtrId="180.0.0.8/28"/>

<l3extLIfP name='portIf'>
{% if intfType is not defined %}

{% set intfType="ext-svi" %}
{% endif %}
<l3extRsPathL3OutAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/25]"
ifInstT='ext-svi' encap='vlan-3843' addr="40.40.40.100/28" mtu='1500'/>

<!-- ospfIfP authKey="tecom" authType="md5" authKeyId='1'> -->
<ospfIfP>

<ospfRsIfPol tnOspfIfPolName='ospfIfPol'/>
</ospfIfP>

</l3extIfP>
</l3extLNodeP>

<ospfExtP areaId='111' areaType='nssa' areaCtrl='redistribute'/>
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<l3extInstP name="OspfExternalInstP">
<l3extSubnet ip="40.40.40.100/28" scope="import"/>
<l3extSubnet ip="10.10.10.0/24" scope="import"/>
<l3extSubnet ip="20.20.20.0/24" scope="export"/>

</l3extInstP>

<l3extRsEctx tnfvCtxName="commonctx"/>

</l3extOut>

<ospfIfPol name="ospfIfPol" nwT='bcast' xmitDelay='1' helloIntvl='10' deadIntvl='40'
status="created,modified"/>

</fvTenant>
</polUni>

l3extInstPオブジェクトはプレフィックス 40.40.40.100/28を指定し、10.10.10.0/24はエンドポ
イントの関連付けに基づいてプレフィックスに使用され、L4-L7デバイスがこれらのルートを
アドバタイズすることを示します。

L3extRsPathL3OutAttオブジェクトは、各 L3extOutを展開する場所を指定します。

ルートピアリングを機能させるには、l3extRsPathL3OutAttと、L4-L7論理デバイス
クラスタが接続されている RsCIfPathAttが一致する必要があります。

（注）

L7ルートピアリングするレイヤ 4の l3extOutポリシーを指定します。
選択ポリシー vnsLIfCtxを使用する論理デバイスクラスタに、特定の l3extOutポリシーを使

用することができます。The vnsRsLIfCtxToInstP points the LIfCtx to the appropriateOspfInternal
and OspfExternal l3extInstP EPGs.レイヤ 7ルートピアリングするレイヤ 4の使用 L3extOut
ポリシーを設定するには、次の例などの XMLで postを送信します。
<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="webCtrct{{graphId}}" graphNameOrLbl="WebGraph"
nodeNameOrLbl="FW">

<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/lDevVip-Firewall"/>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="internal">

{% if L3ExtOutInternal is not defined %}
<fvSubnet ip="10.10.10.10/24"/>
{% endif %}
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/BD-solarBD1"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/lDevVip-Firewall/lIf-internal"/>

{% if L3ExtOutInternal is defined %}
<vnsRsLIfCtxToInstP

tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/out-OspfInternal/instP-OspfInternalInstP"
status={{L3ExtOutInternal}}"/>

{% endif %}
</vnsLIfCtx>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="external">

{% if L3ExtOutExternal is not defined %}
<fvSubnet ip="40.40.40.40/24"/>
{% endif %}
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/BD-solarBD4"/>
<vnsRsLIfCtxToLIf tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/lDevVip-Firewall/lIf-external"/>

{% if L3ExtOutExternal is defined %}
<vnsRsLIfCtxToInstP
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tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/out-OspfExternal/instP-OspfExternalInstP"
status={{L3ExtOutExternal}}"/>

{% endif %}
</vnsLIfCtx>

</vnsLDevCtx>

次の例に示すように、関連付けられた具象デバイスには、それを同じファブリックリーフに導

入する vnsRsCIfPathAttを設定する必要があります。

<vnsCDev name="ASA">
<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-solar{{tenantId}}/lDevVip-Firewall"/>
<vnsCIf name="Gig0/0">

<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eht1/23]"/>
</vnsCIf>
<vnsCIf name="Gig0/1">

<vnsRsCIfPathAtt tDn="topology/pod-1/paths-101/pathep-[eht1/25]"/>
</vnsCIf>
<vnsCMgmt name="devMgmt" host="{{asaIp}}" port="443" />
<vnsCCred name="username" value="admin" />
<vnsCCredSecret name="password" value="insieme" />

</vnsCDev>

次の図に、ルートピアリングがエンドツーエンドでどのように動作するかを示します。

図 50 :導入例

2リーフ/1スパインのこのトポロジでは、Linux Webサーバが IP 10.10.10.101/24にあり、
dev2-leaf1に接続された ESXサーバでホストされます。サービスグラフは、同様に dev2-leaf1
に接続されたツーアームファイアウォールから構成された状態で導入されます。The service
graph is associated with a contract that binds an external l3extOut L3OutInternet with the provider
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EPG (Web VM).L3OutExternalと L3OutInteralの 2つの内部 l3extOutポリシーも、サー

ビスデバイスが接続されているリーフポートに導入されます。
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第 17 章

セキュリティの設定

• TACACS +、RADIUS、および LDAPの有効化（485ページ）
• FIPSの設定（489ページ）
•ファブリックセキュアモードの設定（490ページ）
• RBACの有効化（491ページ）
•ポートセキュリティのイネーブル化（507ページ）
• COOP認証の有効化（510ページ）
•コントロールプレーンポリシングの有効化（511ページ）
•ファーストホップセキュリティの設定（516ページ）
• 802.1Xの設定（519ページ）

TACACS +、RADIUS、および LDAPの有効化

概要

この記事は、RADIUS、TACACS +、LDAPユーザーがAPICにアクセスできるようにする手順
を説明します。読者がCiscoプリケーションセントリックインフラストラクチャの基礎マニュ
アル、特にユーザーアクセス権、認証、アカウンティングの章を十分に利害していると仮定し

ています。

ガイドライン

Cisco APICにアクセスするために外部認証サーバを設定する場合、次の注意事項に従ってくだ
さい。

•毎回。

•設定中。

•定義上。

•この設定タスクが適用されます。
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•ユーザーが設定する必要があります。

•自律システム機能のみが可能です。

TACACS + REST APIを使用して APICの設定
• Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックがインストールされ、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必要があります。

• 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必要が
あります。

• APIC管理エンドポイントグループを使用できる必要があります。

手順

ステップ 1 TACACS +プロバイダーを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaTacacsPlusProvider timeout="5" retries="1" port="49" name="192.168.200.1"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovider-192.168.200.1" authProtocol="pap"/>

ステップ 2 次の例などと XML POST要求を送信して、TACACS +プロバイダーグループの設定します。

例：

<aaaTacacsPlusProviderGroup name="TENANT64_TACACS_provGrp"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovidergroup-TENANT64_TACACS_provGrp"/>

ステップ 3 次の例などと XML POST要求を送信して、TACACS +ログインドメインの設定します。

例：

<aaaLoginDomain name="TENANT64_TACACS_LoginDom"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_TACACS_LoginDom"/>

例

全体の設定は、次の例などの XMLで、1つの POST要求で送信できます。
<aaaTacacsPlusProvider timeout="5" retries="1" port="49"
name="192.168.200.1" monitoringUser="test" monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovider-192.168.200.1" authProtocol="pap"/>
<aaaTacacsPlusProviderGroup name="TENANT64_TACACS_provGrp"
dn="uni/userext/tacacsext/tacacsplusprovidergroup-TENANT64_TACACS_provGrp"/>
<aaaLoginDomain name="TENANT64_TACACS_LoginDom"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_TACACS_LoginDom"/>
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REST APIを使用して RADIUSの APICを設定する

始める前に

• ACIファブリックがインストールされ、Application Policy Infrastructure Controller (APIC)は
オンラインで、APICクラスターが形成されかつ正常である必要があります。

• RADIUSサーバホスト名または IPアドレス、ポート、認証、プロトコル、キーは利用可
能である必要があります。

• APIC管理エンドポイントグループが利用可能である必要があります。

手順

ステップ 1 RADIUSプロバイダーを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaRadiusProvider timeout="5" retries="1" name="TENANT64_RADIUS-host.com"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovider-TENANT64_RADIUS-host.com" authProtocol="pap"
authPort="1812"/>

ステップ 2 次の例などと XML POST要求を送信して RADIUSプロバイダーグループの設定します。

例：

<aaaRadiusProviderGroup name="TENANT64_RADIUS_provGrp"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-TENANT64_RADIUS_provGrp"/>

ステップ 3 RADIUSログインドメインを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaLoginDomain name="TENANT64_RADIUSLoginDom"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_RADIUSLoginDom"/>

例

全体の設定は、次の例などの XMLで、1つの POST要求として送信できます。
<aaaRadiusProvider
timeout="5" retries="1" name="TENANT64_RADIUS-host.com" monitoringUser="test"
monitorServer="disabled"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovider-TENANT64_RADIUS-host.com" authProtocol="pap"
authPort="1812"/>
<aaaRadiusProviderGroup
name="TENANT64_RADIUS_provGrp"
dn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-TENANT64_RADIUS_provGrp"/>
<aaaLoginDomain
name="TENANT64_RADIUSLoginDom" dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_RADIUSLoginDom"/>
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REST APIを使用して LDAPの APICの設定

始める前に

• Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリックがインストールされ、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必要があります。

• The LDAP server host name or IP address, port, bind DN, Base DN, and password must be available.

• APIC管理エンドポイントグループが利用可能である必要があります。

手順

ステップ 1 次の例などと XML POST要求を送信して LDAPプロバイダーの設定します。

例：

<aaaLdapProvider timeout="30" rootdn="" retries="1" port="389"
name="TENANT64_LDAP-host.com"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled" filter="cn=$userid" enableSSL="yes"
dn="uni/userext/ldapext/ldapprovider-TENANT64_LDAP-host.com" descr="" basedn=""
attribute="CiscoAVPair" SSLValidationLevel="strict"/>

ステップ 2 次の例などと XML POST要求を送信して LDAPプロバイダーグループの設定します。

例：

<aaaLdapProviderGroup name="TENANT64_LDAP-ProvGrp"
dn="uni/userext/ldapext/ldapprovidergroup-TENANT64_LDAP-ProvGrp"/>

ステップ 3 LDAPログインドメインを構成するには、次の例などと XML POST要求を送信します。

例：

<aaaDomainAuth realm="ldap" providerGroup="TENANT64_LDAP-ProvGrp"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_LDAPLoginDom/domainauth"/>

例

全体の設定は、次の例などの XMLで、1つの POST要求で送信できます。
<aaaLdapProvider
timeout="30" rootdn="" retries="1" port="389" name="TENANT64_LDAP-host.com"
monitoringUser="test" monitorServer="disabled" filter="cn=$userid" enableSSL="yes"
dn="uni/userext/ldapext/ldapprovider-TENANT64_LDAP-host.com" descr="" basedn=""
attribute="CiscoAVPair" SSLValidationLevel="strict"/>
<aaaLdapProviderGroup
name="TENANT64_LDAP-ProvGrp"dn="uni/userext/ldapext/ldapprovidergroup-TENANT64_LDAP-ProvGrp"/>
<aaaDomainAuth
realm="ldap" providerGroup="TENANT64_LDAP-ProvGrp"
dn="uni/userext/logindomain-TENANT64_LDAPLoginDom/domainauth"/>
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FIPSの設定

連邦情報処理標準（FIPS）について
連邦情報処理標準（FIPS）発行 140-2、暗号化モジュールのセキュリティ要件では、暗号化モ
ジュールの米国政府要件が詳述されています。FIPS 140-2では、暗号モジュールがハードウェ
ア、ソフトウェア、ファームウェア、または何らかの組み合わせのセットで、暗号機能または

プロセスを実装し、暗号アルゴリズムおよび任意のキー生成機能を含み、明確に定義された暗

号境界の内部に位置しなければならないと定義しています。

FIPSは特定の暗号アルゴリズムがセキュアであることを条件とするほか、ある暗号モジュール
が FIPS準拠であると称する場合は、どのアルゴリズムを使用すべきかも指定しています。

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。

• FIPSを有効にすると、Cisco APIC全体に適用されます。

• Cisco APICソフトウェアのダウングレードを実行しているときに FIPSを最初に無効にす
る必要があります。

•パスワードは最小限 8文字の長さで作成してください。

• Telnetをディセーブルにします。ユーザのログインは SSHだけで行ってください。

• SSHサーバの RSA1キーペアすべてを削除してください。

• RADIUS/TACACS+によるリモート認証をディセーブルにしてください。ローカルとLDAP
ユーザのみを認証できます。

•セキュアシェル（SSH）および SNMPがサポートされます。

• SNMP v1およびv2をディセーブルにしてください。SNMPv3に対して設定された、スイッ
チ上の既存ユーザ-アカウントのいずれについても、認証およびプライバシー用 AES3は
SHAでのみ設定されていなければなりません。

•リリース 2.3(1x)で始まる、FIPSは、スイッチのレベルで設定できます。

•リリース 3.1(1x)から始まる FIPsを有効にすると、NTPが FIPSモードの動作は、HMAC
SHA1による認証と認証なしで FIPSモード NTPをサポートしています。

REST APIを使用した Cisco APICの FIPSの設定
FIPSを有効にすると、Cisco APIC全体に適用されます。
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手順

すべてのテナントの FIPSを設定します。

例：

https://apic1.cisco.com/api/node/mo/uni/userext.xml
<aaaFabricSec fipsMode="enable" />

設定を完了するには再起動する必要があります。モードを変更すると、設定を完了す

るため必ず再起動する必要があります。

（注）

ファブリックセキュアモードの設定

ファブリックセキュアモード

ファブリックセキュアモードでは、ファブリック機器に物理的にアクセスできるユーザが管

理者による手動の認証を受けずにファブリックにスイッチまたは APICコントローラを追加す
るのを防止できます。リリース 1.2(1x)以降、ファームウェアでは、ファブリックのスイッチ
とコントローラに有効なシスコデジタル署名付き証明書と関連付けられた有効なシリアル番号

があることを確認します。この検証は、このリリースへのアップグレード時、またはファブ

リックの最初のインストール時に行われます。この機能のデフォルト設定は、非制限モードで

す。既存のファブリックは、リリース 1.2(1)へのアップグレード後も継続して実行されます。
ファブリック全体のアクセス権限を持つ管理者は、ストリクトモードを有効にする必要があり

ます。この 2つの動作モードの要約を、以下の表に示します:

Strictモード非制限モード（デフォルト）

有効なシスコシリアル番号および SSL証明書
を持つスイッチのみが許可されます。

1つ以上のスイッチに無効な証明書がある場合
でも既存のファブリックは正常に動作するこ

とができます。

シリアル番号認証が適用されます。シリアル番号に基づく認証は適用されません。

コントローラとスイッチがファブリックに参

加するには管理者が手動で承認する必要があ

ります。

自動検出されたコントローラとスイッチはシ

リアル番号の認証を適用せずにファブリック

に参加することができます。

REST APIを使用しファブリックセキュアモードの設定
REST APIを使用してセキュアファブリックモードを管理するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 ストリクトモードを有効にするには、次の例にように XMLで POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/node/mo/uni.xml?
<pkiFabricCommunicationEp mode="strict"/>

ステップ 2 許容モードを有効にするには、次の例にように XMLで、POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/node/mo/uni.xml?
<pkiFabricCommunicationEp mode="permissive"/>

ステップ 3 、コントローラを認証するには、次の例のように XMLで POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/mo/uni/controller.xml?
<fabricNodeIdentPol>

<fabricCtrlrIdentP serial=“TEP-1-1”/>
</fabricNodeIdentPol>

ステップ 4 コントローラを拒否するには、次の例のように XMLで POST要求を送信します。

例：

POST https://apic-ip-address/api/mo/uni/controller.xml?
<fabricNodeIdentPol>

<fabricCtrlrIdentP serial="FCH1750V025" reject=“yes"/>
</fabricNodeIdentPol>

RBACの有効化

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。
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AAA RBACの役割および権限
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）では次の AAAの役割および権限を提供しま
す。

説明権限ロール

ポリシーの認証、許可、アカウンティング、

インポート/エクスポートの設定に使用されま
す。

aaaaaa

すべてのファブリックの機能へのフルアクセ

スを提供します。管理者権限は、その他のす

べての権限を組み合わせたものとみなされま

す。

adminadmin

Role: access-admin

説明権限

インフラでレイヤ 1の設定に使用します。例：セレクタと
ポートレイヤ 1のポリシー設定。

access-connectivity-l1

インフラでレイヤ 2の設定に使用します。例：セレクタお
よび接続可能なエンティティ設定をカプセル化します。

access-connectivity-l2

インフラでレイヤ 3の設定に使用され、テナントの L3Out
でスタティックルートの設定に使用されます。

access-connectivity-l3

管理インフラポリシーに使用されます。access-connectivity-mgmt

テナント ERSPANポリシーに使用されます。access-connectivity-util

アクセスポート設定に使用されます。access-equipment

インフラでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l1

インフラでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l2

インフラでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

access-protocol-mgmt

クラスタポリシーおよびファームウェアポリシーなどの動

作に関連するアクセスポリシーに使用されます。

access-protocol-ops

CoPPおよび QoSに関連するポリシーの変更に使用されま
す。

access-qos
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Role:fabric-admin

説明権限

ファブリックでレイヤ 1の設定に使用されます。例：セレ
クタおよびポートレイヤ 1のポリシーと vPC保護。

fabric-connectivity-l1

ポリシー展開の影響を想定して警告を発生させるファーム

ウェアおよび展開ポリシーで使用されます。

fabric-connectivity-l2

ファブリックでレイヤ 3の設定に使用されます。例：ファ
ブリック IPv4、IPv6、およびMAC保護グループ。

fabric-connectivity-l3

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタおよび診断ポリシーに使用されます。

fabric-connectivity-mgmt

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されま

す。

fabric-connectivity-util

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されま

す。

fabric-equipment

ファブリックでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l1

ファブリックでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l2

ファブリックでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

fabric-protocol-mgmt

ERSPANおよび健全性のスコアポリシーに使用されます。fabric-protocol-ops

ファームウェア管理トレースルートおよびエンドポイント

トラッキングポリシーに使用されます。

fabric-protocol-util

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカ

ウンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されま

す。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops
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説明権限ロール

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスの管理に使用され
ます。

nw-svc-devicenw-svc-admin

共有のレイヤ 4～レイヤ 7のサービスデバイスの
管理に使用されます。

nw-svc-devshare

レイヤ 4～レイヤ 7のネットワークサービスオー
ケストレーションの管理に使用されます。

nw-svc-policy

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスポリシーの管理に
使用されます。

nw-svc-paramsnw-svc-params

Role: ops

説明権限

アトミックカウンタ、SPAN、TSW、技術サ
ポート、トレースルート、分析、コアポリシー

など、ポリシーのモニタリングとトラブル

シューティングを含む動作ポリシーに使用さ

れます。

ops

Role: read-all

説明権限

インフラでレイヤ 1の設定に使用します。例：セレクタと
ポートレイヤ 1のポリシー設定。

access-connectivity-l1

インフラでレイヤ2の設定に使用します。例：セレクタおよ
び接続可能なエンティティ設定をカプセル化します。

access-connectivity-l2

インフラでレイヤ 3の設定に使用され、テナントの L3Out
でスタティックルートの設定に使用されます。

access-connectivity-l3

管理インフラポリシーに使用されます。access-connectivity-mgmt

テナント ERSPANポリシーに使用されます。access-connectivity-util

アクセスポート設定に使用されます。access-equipment

インフラでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l1

インフラでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l2

インフラでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l3
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Role: read-all

説明権限

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

access-protocol-mgmt

クラスタポリシーおよびファームウェアポリシーなどの動

作に関連するアクセスポリシーに使用されます。

access-protocol-ops

CoPPおよび QoSに関連するポリシーの変更に使用されま
す。

access-qos

ファブリックでレイヤ1の設定に使用されます。例：セレク
タおよびポートレイヤ 1のポリシーと vPC保護。

fabric-connectivity-l1

ポリシー展開の影響を想定して警告を発生させるファーム

ウェアおよび展開ポリシーで使用されます。

fabric-connectivity-l2

ファブリックでレイヤ3の設定に使用されます。例：ファブ
リック IPv4、IPv6、およびMAC保護グループ。

fabric-connectivity-l3

ファブリックでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l1

ファブリックでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l2

ファブリックでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l3

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスの管理に使用されます。nw-svc-device

共有のレイヤ 4～レイヤ 7のサービスデバイスの管理に使
用されます。

nw-svc-devshare

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスポリシーの管理に使用され
ます。

nw-svc-params

レイヤ 4～レイヤ 7のネットワークサービスオーケスト
レーションの管理に使用されます。

nw-svc-policy

アトミックカウンタ、SPAN、TSW、技術サポート、トレー
スルート、分析、コアポリシーなど、ポリシーのモニタリ

ングとトラブルシューティングを含む動作ポリシーに使用さ

れます。

ops

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2
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Role: read-all

説明権限

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントインバンドおよびアウトオブバンド管理接続の設

定、アトミックカウンタや健全性スコアなどデバッグやモ

ニタリングポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-mgmt

エンドポイントグループ、VRF、ブリッジドメインの削除/
作成など、テナント設定の管理に使用されます。

tenant-epg

書き込みアクセスファームウェアポリシーに使用されます。tenant-ext-connectivity-l1

テナント L2Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l2

テナント L3Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-connectivity-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-connectivity-util

テナント外部レイヤ1プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用されます。

tenant-ext-protocol-l1

テナント外部レイヤ2プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用します。

tenant-ext-protocol-l2

BGP、OSPF、PIM、IGMPなどのテナント外部レイヤ 3プロ
トコルの管理に使用されます。

tenant-ext-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-protocol-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-protocol-util

ネットワークプロファイルの削除および作成、エンドポイ

ントグループの削除および作成など、テナント設定の管理

に使用されます。

tenant-network-profile

テナントでレイヤ 1プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l1
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Role: read-all

説明権限

テナントでレイヤ 2プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l2

テナントでレイヤ 3プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとしてのみ使

用されます。

tenant-protocol-mgmt

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops

テナントの QoSに関連する設定に使用されます。tenant-QoS

テナントのコントラクトに関連する設定に使用されます。tenant-security

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security

Role: tenant-admin

説明権限

ポリシーの認証、許可、アカウンティング、インポート/エ
クスポートの設定に使用されます。

aaa

インフラでレイヤ 1の設定に使用します。例：セレクタと
ポートレイヤ 1のポリシー設定。

access-connectivity-l1

インフラでレイヤ2の設定に使用します。例：セレクタおよ
び接続可能なエンティティ設定をカプセル化します。

access-connectivity-l2

インフラでレイヤ 3の設定に使用され、テナントの L3Out
でスタティックルートの設定に使用されます。

access-connectivity-l3

管理インフラポリシーに使用されます。access-connectivity-mgmt
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Role: tenant-admin

説明権限

テナント ERSPANポリシーに使用されます。access-connectivity-util

アクセスポート設定に使用されます。access-equipment

インフラでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l1

インフラでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l2

インフラでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。access-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

access-protocol-mgmt

クラスタポリシーおよびファームウェアポリシーなどの動

作に関連するアクセスポリシーに使用されます。

access-protocol-ops

CoPPおよび QoSに関連するポリシーの変更に使用されま
す。

access-qos

ファブリックでレイヤ1の設定に使用されます。例：セレク
タおよびポートレイヤ 1のポリシーと vPC保護。

fabric-connectivity-l1

ポリシー展開の影響を想定して警告を発生させるファーム

ウェアおよび展開ポリシーで使用されます。

fabric-connectivity-l2

ファブリックでレイヤ3の設定に使用されます。例：ファブ
リック IPv4、IPv6、およびMAC保護グループ。

fabric-connectivity-l3

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタおよび診断ポリシーに使用されます。

fabric-connectivity-mgmt

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

fabric-connectivity-util

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

fabric-equipment

ファブリックでレイヤ 1プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l1

ファブリックでレイヤ 2プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l2

ファブリックでレイヤ 3プロトコル設定に使用されます。fabric-protocol-l3

NTP、SNMP、DNS、およびイメージ管理のためファブリッ
ク全体のポリシーに使用されます。

fabric-protocol-mgmt

ERSPANおよび健全性のスコアポリシーに使用されます。fabric-protocol-ops
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Role: tenant-admin

説明権限

ファームウェア管理トレースルートおよびエンドポイント

トラッキングポリシーに使用されます。

fabric-protocol-util

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスの管理に使用されます。nw-svc-device

共有のレイヤ 4～レイヤ 7のサービスデバイスの管理に使
用されます。

nw-svc-devshare

レイヤ 4～レイヤ 7のサービスポリシーの管理に使用され
ます。

nw-svc-params

レイヤ 4～レイヤ 7のネットワークサービスオーケスト
レーションの管理に使用されます。

nw-svc-policy

アトミックカウンタ、SPAN、TSW、技術サポート、トレー
スルート、分析、コアポリシーなど、ポリシーのモニタリ

ングとトラブルシューティングを含む動作ポリシーに使用さ

れます。

ops

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントインバンドおよびアウトオブバンド管理接続の設

定、アトミックカウンタや健全性スコアなどデバッグやモ

ニタリングポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-mgmt

エンドポイントグループ、VRF、ブリッジドメインの削除/
作成など、テナント設定の管理に使用されます。

tenant-epg

書き込みアクセスファームウェアポリシーに使用されます。tenant-ext-connectivity-l1

テナント L2Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l2

テナント L3Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-connectivity-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-connectivity-util
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Role: tenant-admin

説明権限

テナント外部レイヤ1プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用されます。

tenant-ext-protocol-l1

テナント外部レイヤ2プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用します。

tenant-ext-protocol-l2

BGP、OSPF、PIM、IGMPなどのテナント外部レイヤ 3プロ
トコルの管理に使用されます。

tenant-ext-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-protocol-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-protocol-util

ネットワークプロファイルの削除および作成、エンドポイ

ントグループの削除および作成など、テナント設定の管理

に使用されます。

tenant-network-profile

テナントでレイヤ 1プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l1

テナントでレイヤ 2プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l2

テナントでレイヤ 3プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとしてのみ使

用されます。

tenant-protocol-mgmt

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops

テナントの QoSに関連する設定に使用されます。tenant-QoS

テナントのコントラクトに関連する設定に使用されます。tenant-security

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep
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Role: tenant-admin

説明権限

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security

Role: tenant-ext-admin

説明権限

リーフスイッチおよびスパインスイッチのアトミックカウ

ンタ、診断、およびイメージ管理ポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-util

ブリッジドメインおよびサブネットを含む、レイヤ 2接続
の変更に使用されます。

tenant-connectivity-l2

VRFを含むレイヤ 3接続の変更に使用されます。tenant-connectivity-l3

テナントインバンドおよびアウトオブバンド管理接続の設

定、アトミックカウンタや健全性スコアなどデバッグやモ

ニタリングポリシーに使用されます。

tenant-connectivity-mgmt

エンドポイントグループ、VRF、ブリッジドメインの削除/
作成など、テナント設定の管理に使用されます。

tenant-epg

書き込みアクセスファームウェアポリシーに使用されます。tenant-ext-connectivity-l1

テナント L2Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l2

テナント L3Out設定の管理に使用されます。tenant-ext-connectivity-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-connectivity-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-connectivity-util

テナント外部レイヤ1プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用されます。

tenant-ext-protocol-l1

テナント外部レイヤ2プロトコルの管理に使用されます。通
常、ファームウェアポリシーの書き込みアクセスにのみ使

用します。

tenant-ext-protocol-l2
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Role: tenant-ext-admin

説明権限

BGP、OSPF、PIM、IGMPなどのテナント外部レイヤ 3プロ
トコルの管理に使用されます。

tenant-ext-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとして使用さ

れます。

tenant-ext-protocol-mgmt

トレースルート、ping、oam、eptrkなどのデバッグ/モニタリ
ング/オブザーバポリシーに使用されます。

tenant-ext-protocol-util

ネットワークプロファイルの削除および作成、エンドポイ

ントグループの削除および作成など、テナント設定の管理

に使用されます。

tenant-network-profile

テナントでレイヤ 1プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l1

テナントでレイヤ 2プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l2

テナントでレイヤ 3プロトコルの設定の管理に使用されま
す。

tenant-protocol-l3

ファームウェアポリシーの書き込みアクセスとしてのみ使

用されます。

tenant-protocol-mgmt

テナントトレースルートポリシーに使用されます。tenant-protocol-ops

テナントの QoSに関連する設定に使用されます。tenant-QoS

テナントのコントラクトに関連する設定に使用されます。tenant-security

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security
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Role: vmm-admin

説明権限

仮想マシン接続に必要なAPICのVMMインベントリ内のす
べてのオブジェクトを読み取るのに使用されます。

vmm-connectivity

APICの VMMインベントリ内の仮想マシンとハイパーバイ
ザエンドポイントを読み取るために使用されます。

vmm-ep

仮想マシンネットワーキングのポリシー管理に使用されま

す。

vmm-policy

VMMポリシーでは使用されません。vmm-protocol-ops

VMware vCenterのユーザー名やパスワードなど VMM認証
ポリシーの管理に使用されます。

vmm-security

カスタムロール

カスタムロールを作成し、ロールに権限を割り当てることができます。インターフェイスは、

すべての管理対象オブジェクトクラスに 1つ以上の権限を内部的に割り当てます。XMLモデ
ルで、権限はアクセス属性に割り当てられています。権限のビット数は、コンパイル時に割り

当てられ、クラスのインスタンスまたはオブジェクトごとではなく、クラスごとに適用されま

す。

45権限ビットだけでなく、「aaa」権限ビットはすべてのAAAサブシステムの設定と読み取り
操作に適用されます。次の表は、サポートされている権限の組み合わせの一覧を提供します。

表の行はCisco Application Centric Infrastructure（ACI）モジュールを表し、列は特定のモジュー
ルの機能を表します。セルの「○」の値は、モジュールがアクセス可能な機能と、機能にアク
セスするための権限ビットが存在することを示します。空のセルは、権限ビットでアクセスで

きないモジュールの特定の機能を示します。権限ビットについての詳細は、各ビットの機能に

ついて参照してください。

サービス

チェーン

サービ

スプロ

ファイ

ル

ProviderStatsFaultアプリケー

ション

セキュリ

ティ

QoSConnectivity

対応対

応

対

応

対応対応VMM

対応対

応

対

応

対応対応対

応

対応ファブリック

対応対

応

対

応

対応対

応

対応External
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サービス

チェーン

サービ

スプロ

ファイ

ル

ProviderStatsFaultアプリケー

ション

セキュリ

ティ

QoSConnectivity

対応対

応

対

応

EPG、NP対応対

応

対応テナント

対応対

応

対

応

対応対応対

応

対応Infra

対

応

対

応

操作

対

応

対

応

対応対応対

応

対応ストレージ

対応対

応

対

応

対応対応対

応

対応ネットワーク

サービス

サンプルの RBAC規則
次のサンプル JSONファイル内の RBAC規則は、VMMドメインリソースへのテナントアク
セスとトランステナントアクセスの両方を可能にします。コンシューマに必要なリソースは、

uni/tn-prov1/brc-webCtrctと vmmp-Vmware/dom-Datacenterです。

次の 2つのRBAC規則では、コンシューマのテナントがコンシューマ postmanのクエリを下記
の JSONファイルにポストすることができます。
<aaaRbacEp>
<aaaRbacRule objectDn="uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter" domain="cons1"/>
<aaaRbacRule objectDn="uni/tn-prov1/brc-webCtrct" domain="cons1"/>

</aaaRbacEp>

次の JSONファイルにこれら 2つの RBAC規則が含まれています。
{"id":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","name":"SharedContracts","timestamp":1398806919868,"requests":
[{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"2dfc75cc-431e-e136-622c-a577ce7622d8",
"name":"login as prov1",
"description":"",
"url":"http://http://solar.local:8000/api/aaaLogin.json",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"{\"aaaUser\":{\"attributes\":{\"name\": \"prov1\", \"pwd\": \"secret!\"}}}",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398807562828},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"56e46db0-77ea-743f-a64e-c5f7b1f59807",
"name":"Root login",
"description":"",
"url":"http://http://solar.local:8000/api/aaaLogin.json",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"{\"aaaUser\":{\"attributes\":{\"name\": \"admin\", \"pwd\": \"secret!\"}}}",
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"dataMode":"raw","timestamp":0,"responses":[],"version":2},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"804893f1-0915-6d35-169d-3af0eb3e64ec",
"name":"consumer tenant only",
"description":"",
"url":"http://http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-cons1.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<fvTenant name=\"cons1\">

<aaaDomainRef name=\"cons1\"/>\n
</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398968007487},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"85802d50-8089-bf8b-4481-f149bec258c8",
"name":"login as cons1",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/aaaLogin.json",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"{\"aaaUser\":{\"attributes\":{\"name\": \"cons1\", \"pwd\": \"secret!\"}}}",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398807575531},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"a2739d92-5f9d-f16c-8894-0f64b6f967a3",
"name":"consumer",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-cons1.xml",
"method":"POST","headers":"","data":
"<fvTenant name=\"cons1\" status=\"modified\">\n

<fvCtx name=\"cons1\"/>\n
<!-- bridge domain -->\n

<fvBD name=\"cons1\">\n
<fvRsCtx tnFvCtxName=\"cons1\" />\n

<fvSubnet ip=\"10.0.2.128/24\" scope='shared'/>\n
</fvBD>\n

\n <!-- DNS Shared Service Contract Interface-->\n
<vzCPIf name=\"consIf\">\n

<vzRsIf tDn=\"uni/tn-prov1/brc-webCtrct\" >\n
</vzRsIf>\n

</vzCPIf>\n \n
<fvAp name=\"cons1\">\n

<fvAEPg name=\"APP\">\n
<fvRsBd tnFvBDName=\"cons1\" />\n

<fvRsNodeAtt tDn=\"topology/pod-1/node-101\" encap=\"vlan-4000\"
instrImedcy=\"immediate\" mode=\"regular\"/>\n

<fvRsDomAtt tDn=\"uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter\"/>\n
<fvRsConsIf tnVzCPIfName=\"consIf\"/>\n

</fvAEPg>\n
</fvAp>\n

</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398818639692},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"c0bd866d-600a-4f45-46ec-6986398cbf78",
"name":"provider tenant only",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-prov1.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<fvTenant name=\"prov1\"><aaaDomainRef name=\"prov1\"/>

\n
</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398818137518},
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{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"d433a213-e95d-646d-895e-3a9e2e2b7ba3",
"name":"create RbacRule",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<aaaRbacEp>\n

<aaaRbacRule objectDn=\"uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter\" domain=\"cons1\"/>\n
<aaaRbacRule objectDn=\"uni/tn-prov1/brc-webCtrct\" domain=\"cons1\"/>\n

</aaaRbacEp>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1414195420515},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"d5c5d580-a11a-7c61-34ac-cbdac249157f",
"name":"provider",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/tn-prov1.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<fvTenant name=\"prov1\" status=\"modified\">\n

<fvCtx name=\"prov1\"/>\n
\n <!-- bridge domain -->\n

<fvBD name=\"prov1\">\n
<fvRsCtx tnFvCtxName=\"prov1\" />\n

</fvBD>\n \n
<vzFilter name='t0f0' >\n

<vzEntry etherT='ip' dToPort='10' prot='6' name='t0f0e9' dFromPort='10'>
</vzEntry>\n
</vzFilter>\n \n
<vzFilter name='t0f1'>\n

<vzEntry etherT='ip' dToPort='209' prot='6' name='t0f1e8' dFromPort='109'>
</vzEntry>\n

</vzFilter>\n \n
<vzBrCP name=\"webCtrct\" scope=\"global\">\n
<vzSubj name=\"app\">\n
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName=\"t0f0\"/>\n

<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName=\"t0f1\"/>\n
</vzSubj>\n

</vzBrCP>\n \n
<fvAp name=\"prov1AP\">\n

<fvAEPg name=\"Web\">\n
<fvRsBd tnFvBDName=\"prov1\" />\n

<fvRsNodeAtt tDn=\"topology/pod-1/node-17\" encap=\"vlan-4000\"
instrImedcy=\"immediate\" mode=\"regular\"/>\n

<fvRsProv tnVzBrCPName=\"webCtrct\"/>\n
<fvRsDomAtt tDn=\"uni/vmmp-VMware/dom-Datacenter\"/>\n

<fvSubnet ip=\"10.0.1.128/24\" scope='shared'/>\n
</fvAEPg>\n
</fvAp>\n
</fvTenant>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398818660457},

{"collectionId":"ac62a200-9210-f53b-7114-a8f4cffb9a36","id":"e8866493-2188-8893-8e0c-4ca0903b18b8",
"name":"add user prov1",
"description":"",
"url":"http://solar.local:8000/api/policymgr/mo/uni/userext.xml",
"method":"POST",
"headers":"",
"data":
"<aaaUserEp>\n

<aaaUser name=\"prov1\" pwd=\"secret!\">
<aaaUserDomain name=\"prov1\">
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<aaaUserRole name=\"tenant-admin\" privType=\"writePriv\"/>
<aaaUserRole name=\"vmm-admin\" privType=\"writePriv\"/>

</aaaUserDomain>
</aaaUser>\n

<aaaUser name=\"cons1\" pwd=\"secret!\">
<aaaUserDomain name=\"cons1\">
<aaaUserRole name=\"tenant-admin\" privType=\"writePriv\"/>
<aaaUserRole name=\"vmm-admin\" privType=\"writePriv\"/>
</aaaUserDomain>
</aaaUser>\n

<aaaDomain name=\"prov1\"/>\n
<aaaDomain name=\"cons1\"/>\n

</aaaUserEp>\n",
"dataMode":"raw","timestamp":0,"version":2,"time":1398820966635}]}

ポートセキュリティのイネーブル化

ポートセキュリティと ACIについて
ポートセキュリティ機能は、ポートごとに取得されるMACアドレスの数を制限することに
よって、不明なMACアドレスでフラッディングしないように ACIファブリックを保護しま
す。ポートセキュリティ機能のサポートは、物理ポート、ポートチャネル、および仮想ポー

トチャネルで使用できます。

ポートセキュリティに関するガイドラインと制約事項

次のようなガイドラインと制約事項があります。

•ポートセキュリティは、ポートごとに使用できます。

•ポートセキュリティは、物理ポート、ポートチャネル、および仮想ポートチャネル（vPC）
でサポートされています。

•スタティックMACアドレスとダイナミックMACアドレスがサポートされています。

•セキュアなポートからセキュアでないポートへと、セキュアでないポートからセキュアな
ポートへのMACアドレスの移動がサポートされています。

• MACアドレスの制限は、MACアドレスにのみ適用され、MACと IPによるアドレスには
実行されません。

•ポートセキュリティは、ファブリックエクステンダ（FEX）ではサポートされていませ
ん。

ポートセキュリティおよびラーニング動作

非 vPCポートまたはポートチャネルでは、新しいエンドポイントに対して学習イベントが発
生し、新しい学習が許可されているか確認する検証が行われます。対応するインターフェイス

に設定されていない、または無効なポートセキュリティポリシーが存在する場合、エンドポ

Cisco APIC REST API設定ガイド
507

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

ポートセキュリティのイネーブル化



イントラーニング動作はサポートされているものから変更されません。ポリシーが有効になっ

ており制限に到達している場合、現在のサポートされているアクションは次の通りです。

•エンドポイントを学習し、ドロップアクションのハードウェアにインストールします。

•サイレントに学習を破棄します。

制限に到達していない場合、エンドポイントが学習され、この新しいエンドポイントが発生し

たため制限に達しているかどうか確認する検証が行われます。制限に到達しており、学習の無

効化アクションが設定されている場合、インターフェイス上のハードウェアでラーニングが無

効になります（物理インターフェイスまたはポートチャネルまたはvPC）。制限に到達してお
り、学習の無効化アクションが設定されていない場合、エンドポイントはドロップアクション

でハードウェアにインストールされます。このようなエンドポイントは、他のエンドポイント

のように通常期限切れです。

初めて制限に達したとき、ポートセキュリティポリシーオブジェクトの動作状態がそれを反

映して更新されます。スタティックルールは、ユーザーに警告ができるように、障害の発生と

定義されます。制限に到達すると、Syslogも発生します。

vPCの場合、MAC制限に到達するとピアリーフスイッチにも通知されるため、ラーニングが
ピアで無効になる可能性があります。vPCピアはいつでも再起動でき、vPCレッグが動作不能
になるか再起動できるため、この状態はピアと調和して vPCピアはこの状態に同期されませ
ん。同期しない場合は、1個のレッグでラーニングが有効になり、他のレッグで無効になる状
況が発生する可能性があります。

デフォルトでは、制限に到達してラーニングが無効になると、60秒のデフォルトタイムアウ
ト値の後、自動的に再度有効になります。

ポートレベルでのポートセキュリティ

APICでは、ユーザがスイッチポートのポートセキュリティを設定できます。ポート上でMAC
が制限の最大設定値を超過すると、超過したMACアドレスからすべてのトラフィックが転送
されます。次の属性がサポートされます。

•ポートセキュリティのタイムアウト：現在サポートされているタイムアウト値値は、60
~ 3600秒の範囲でサポートされています。

•違反行為：違反行為は保護モードで使用できます。保護モードでは、MACの取得が無効
になるため、MACアドレスは CAMテーブルに追加されません。Macラーニングが設定
されているタイムアウト値の後に再度有効になります。

•最大エンドポイント：現在のサポートされている最大のエンドポイント設定値は、0～
12000の範囲でサポートされています。最大エンドポイント値が 0の場合、そのポートで
はポートセキュリティポリシーが無効になります。
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保護モード

保護モードはセキュリティ違反を発生している以上に増やさないようにします。MACの制限
がポートで設定されている最大値を超えると、超過したMACアドレスからすべてのトラフィッ
クはドロップされ、さらにラーニングが無効になります。

REST APIを使用して、ポートセキュリティの設定

手順

ポートセキュリティを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<l2PortSecurityPol name="testL2PortSecurityPol" maximum="10" violation=”protect”
timeout=“300"/>

<infraNodeP name="test">
<infraLeafS name="test" type="range">

<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="102"/>
</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-test"/>

</infraNodeP>

<infraAccPortP name="test">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk"
fromCard="1" toCard="1" fromPort="20" toPort="22">

</infraPortBlk>
<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accportgrp-testPortG" />

</infraHPortS>
</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="testPortG">
<infraRsL2PortSecurityPol tnL2PortSecurityPolName="testL2PortSecurityPol"/>

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

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

</infraAttEntityP>
</infraInfra>
</polUni>
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COOP認証の有効化

概要

マッピング情報（ロケーションおよび ID）をスパインプロキシに伝達するために、Council of
Oracles Protocol（COOP）を使用します。リーフスイッチは、Zero Message Queue（ZMQ）を
使用して、エンドポイントアドレス情報をスパインスイッチ「Oracle」に転送します。スパイ
ンノードで実行している COOPによって、すべてのスパインノードが一貫性のあるエンドポ
イントアドレスとロケーション情報のコピーを維持することができ、さらに、ロケーション

マッピングデータベースに対するエンドポイント IDの分散ハッシュテーブル（DHT）レポジ
トリを維持することができます。

COOPデータパス通信は、セキュアな接続を介した転送を優先します。COOPは悪意のあるト
ラフィックインジェクションからCOOPメッセージを保護するためにMD5オプションの活用
が強化されます。APICコントローラおよびスイッチは、COOPプロトコル認証をサポートし
ます。

COOPプロトコルは 2つの ZMQ認証モードをサポートするために強化されています：ストリ
クトおよび互換性。

•ストリクトモード：COOPではMD5認証済みの ZMQ接続のみを許可します。

•互換性モード；COOPではメッセージの転送にMD5認証接続と非認証ZMQ接続の両方を
許可します。

Cisco APICで COOPを使用する
Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリック上で COOPゼロメッセージキュー
（ZMQ）認証サポートを行うため、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）ではMD5
パスワードおよび COOPセキュアモードをサポートします。

COOP ZMQ認証タイプの設定：新しい管理対象オブジェクトの coop: AuthPは、データ管理エ

ンジン（DME）データベース（DME）/COOPに追加されます。属性タイプのデフォルト値は
「互換性」ですが、ユーザーには「厳密」タイプ設定を行うオプションがあります。

COOP ZMQ認証MD5パスワード：APICでは管理対象オブジェクト（fabric:SecurityToken）

提供し、MD5パスワードに使用する属性が含まれます。「トークン」と呼ばれるこの管理対
象オブジェクト内の属性は、1時間ごとに変更される文字列です。COOPは、ZMQ認証用のパ
スワードを更新するため DMEから通知を取得します。属性トークン値は表示されません。

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。
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• ACIファブリックアップグレード中に、保護が有効なイメージへすべてのスイッチをアッ
プグレードするまで、COOP厳格モードが許可されません。この保護は、早期に厳格な
モードを有効にすることでトリガされる可能性がある、予期しないCOOP接続の拒否を防
ぎます。

• APICコントローラのアップグレードまたはダウングレード時に、ACIファブリックは混
合セキュアで保護され、非セキュアAPICイメージを持つ状態です。セキュアイメージの
認証モードは厳格で、一部のスイッチはアップグレードまたはダウングレード時に、サー

ビス対象外のままになっている可能性があります。認証モードのタイプが互換モードの場

合、アップグレードによりスイッチのサービス対象外の状態は発生しません。

REST APIを使用した COOP認証の設定

手順

COOP認証ポリシーを設定します。

例では、ストリクトモードが選択されます。

例：

https://172.23.53.xx/api/node/mo/uni/fabric/pol-default.xml

<coopPol type="strict">
</coopPol>

コントロールプレーンポリシングの有効化

CoPPの概要
コントロールプレーンポリシング（CoPP）はコントロールプレーンを保護し、それをデータ
プレーンから分離することによって、ネットワークの安定性、到達可能性、およびパケット配

信を保証します。

この機能により、コントロールプロセッサに到達可能な各プロトコルに対して、パラメータの

仕様でポリサーを使用したレート制限が可能になります。ポリシングは、ルータまたはレイヤ

3スイッチの IPアドレスのいずれかを宛先とするすべてのトラフィックに適用されます。ネッ
トワークデバイスへの一般的な攻撃ベクトルは、過剰なトラフィックがデバイスインターフェ

イスに転送されるサービス妨害（DoS）攻撃です。

Cisco ACIリーフ/スパインNX-OSは、DoS攻撃がパフォーマンスに影響しないようにするため
に CoPPを提供します。このような攻撃は誤って、または悪意を持って実行される場合があ
り、通常は、ACIリーフ/スパイン CPUのスーパーバイザモジュールまたは CPU自体に宛て
られた大量のトラフィックが含まれます。
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ACIリーフ/スパインスイッチのスーパーバイザモジュールは、管理対象のトラフィックを次
の 2つの機能コンポーネント（プレーン）に分類します。

•データプレーン：すべてのデータトラフィックを処理します。NX-OSデバイスの基本的
な機能は、インターフェイス間でパケットを転送することです。スイッチ自身に向けられ

たものでないパケットは、中継パケットと呼ばれます。データプレーンで処理されるのは

これらのパケットです。

•コントロールプレーン：ルーティングプロトコルのすべての制御トラフィックを処理し
ます。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）や Open Shortest Path First（OSPF）プロ
トコルなどのルーティングプロトコルは、デバイス間で制御パケットを送信します。これ

らのパケットはルータのアドレスを宛先とし、コントロールプレーンパケットと呼ばれ

ます。

ACIリーフ/スパインスーパーバイザモジュールはコントロールプレーンを所有しており、
ネットワークの動作に重要です。スーパーバイザモジュールの動作が途絶したり、スーパーバ

イザモジュールが攻撃されたりすると、重大なネットワークの停止につながります。たとえば

スーパーバイザに過剰なトラフィックが加わると、スーパーバイザモジュールが過負荷にな

り、Cisco ACIファブリック全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。またたとえ
ば、ACIリーフ/スパインスーパーバイザモジュールに対する DoS攻撃は、コントロールプ
レーンに対して非常に高速に IPトラフィックストリームを生成することがあります。これに
より、コントロールプレーンは、これらのパケットを処理するために大量の時間を費やしてし

まい、本来のトラフィックを処理できなくなります。

次に、DoS攻撃の例を示します。

•インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）エコー要求

• IPフラグメント

• TCP SYNフラッディング

これらの攻撃によりデバイスのパフォーマンスが影響を受け、次のようなマイナスの結果をも

たらします。

•サービス品質の低下（音声、ビデオ、または重要なアプリケーショントラフィックの低下
など）

•ルートプロセッサまたはスイッチプロセッサの高い CPU使用率

•ルーティングプロトコルのアップデートまたはキープアライブの消失によるルートフラッ
プ

•メモリやバッファなどのプロセッサリソースの枯渇

•着信パケットの無差別のドロップ

ACIリーフ/スパインは、デフォルト設定でCoPPによって保護されているデフォルトです。こ
の機能では、顧客のニーズに基づいてノードのグループにパラメータを調整できます。

（注）
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コントロールプレーン保護

コントロールプレーンを保護するために、ACIリーフ/スパインで実行している Cisco NX-OS
でコントロールプレーンに向かうさまざまなパケットを異なるクラスに分離します。クラスの

識別が終わると、Cisco NX-OSデバイスはパケットをポリシングします。これにより、スー
パーバイザモジュールに過剰な負担がかからないようになります。

コントロールプレーンのパケットタイプ:

コントロールプレーンには、次のような異なるタイプのパケットが到達します。

•受信パケット：ルータの宛先アドレスを持つパケット。宛先アドレスには、レイヤ2アド
レス（ルータMACアドレスなど）やレイヤ 3アドレス（ルータインターフェイスの IP
アドレスなど）があります。これらのパケットには、ルータアップデートとキープアライ

ブメッセージも含まれます。ルータが使用するマルチキャストアドレス宛てに送信され

るマルチキャストパケットも、このカテゴリに入ります。

•例外パケット：スーパーバイザモジュールによる特殊な処理を必要とするパケット。たと
えば、宛先アドレスがForwarding Information Base（FIB;転送情報ベース）に存在せず、結
果としてミスとなった場合は、スーパーバイザモジュールが送信側に到達不能パケットを

返します。他には、IPオプションがセットされたパケットもあります。

•リダイレクトパケット：スーパーバイザモジュールにリダイレクトされるパケット。ダ
イナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）スヌーピングやダイナ
ミックアドレス解決プロトコル（ARP）インスペクションなどの機能は、パケットをスー
パーバイザモジュールにリダイレクトします。

•収集パケット：宛先 IPアドレスのレイヤ 2 MACアドレスが FIBに存在していない場合
は、スーパーバイザモジュールがパケットを受信し、ARP要求をそのホストに送信しま
す。

これらのさまざまなパケットはすべて、コントロールプレーンへの悪意ある攻撃に利用され、

Cisco ACIファブリックに過剰な負荷をかける可能性があります。CoPPは、これらのパケット
を異なるクラスに分類し、これらのパケットを ACIリーフ/スパインスーパーバイザが受信す
る速度を個別に制御するメカニズムを提供します。

CoPPの分類：

効果的に保護するために、ACIリーフ/スパインNX-OSはスーパーバイザモジュールに到達す
るパケットを分類して、パケットタイプに基づいた異なるレート制御ポリシーを適用できるよ

うにします。たとえば、Helloメッセージなどのプロトコルパケットには厳格さを緩め、IPオ
プションがセットされているためにスーパーバイザモジュールに送信されるパケットには厳格

さを強めることが考えられます。

レート制御メカニズム：

パケットの分類が終わると、ACIリーフ/スパインNX-OSにはスーパーバイザモジュールに到
達するパケットのレートを制御するメカニズムがあります。

ポリシングには、次のパラメータを設定できます。
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•認定情報速度（CIR）：リンクレートをビットレートまたはパーセンテージで指定した、
目的の帯域幅。

•認定バースト（BC）：指定した時間枠内に CIRを超過する可能性があるが、スケジュー
リングには影響を与えないトラフィックバーストのサイズ。

デフォルトのポリシングポリシー：

Cisco ACIリーフ/スパインブートアップがある場合は、プラットフォーム設定事前定義された
CoPPパラメータのさまざまなプロトコルが Ciscoによって実行テストに基づいています。

CoPPの注意事項と制約事項
CoPPに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•最初に strictデフォルトCoPPポリシーを使用し、後で、データセンターおよびアプリケー
ションの要件に基づいて CoPPポリシーを変更することを推奨します。

• CoPPのカスタマイズは継続的なプロセスです。CoPPを設定するときには、特定の環境で
使用されるプロトコルや機能に加えて、サーバ環境に必要なスーパーバイザ機能を考慮す

る必要があります。これらのプロトコルや機能が変更されたら、CoPPを変更する必要が
あります。

• CoPPを継続的にモニタすることを推奨します。ドロップが発生した場合は、CoPPがトラ
フィックを誤ってドロップしたのか、または誤動作や攻撃に応答してドロップしたのかを

判定してください。いずれの場合も、状況を分析し、CoPPポリシーを変更する必要を評
価します。

• CoPPポリシーによって、ルーティングプロトコルなどのクリティカルなトラフィック、
またはデバイスへのインタラクティブなアクセスがフィルタリングされないように注意し

てください。このトラフィックをフィルタリングすると、Cisco ACIリーフ/スパインへの
リモートアクセスが禁止され、コンソール接続が必要となる場合があります。

• APIC UIを使用して、CoPPパラメータを調整することができます。

•プロトコルごとの各インターフェイスはリーフスイッチでのみサポートされています。

•プロトコルごとの各インターフェイスで FEXポートはサポートされていません。

•プロトコルごとの各インターフェイスでサポートされているプロトコルは、ARP、ICMP、
CDP、LLDP、LACP、BGP、STP、BFD、および OSPFです。

•プロトコルごとの各インターフェイスの最大の TCAMエントリは 256です。しきい値を
超過すると、障害が発生します。
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REST APIを使用した CoPPの設定

手順

ステップ 1 CoPPリーフプロファイルを設定します。

例：

<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<infraInfra>
<coppLeafProfile type="custom" name="mycustom"> <!-- define copp leaf
profile -->

<coppLeafGen1CustomValues bgpBurst="150" bgpRate="300"/>
</coppLeafProfile>
<infraNodeP name="leafCopp">
<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="leaf1" from_="101" to_="101"/>
<infraNodeBlk name="leaf3" from_="103" to_="103"/>
<infraRsAccNodePGrp tDn="uni/infra/funcprof/accnodepgrp-myLeafCopp"/>

</infraLeafS>
</infraNodeP>
<infraFuncP>
<infraAccNodePGrp name="myLeafCopp">
<infraRsLeafCoppProfile tnCoppLeafProfileName="mycustom"/> <!-- bind copp leaf

policy to leaf </infraAccNodePGrp>
profile -->
</infraFuncP>

</infraInfra>

ステップ 2 CoPPスパインプロファイルを設定します。

例：

<!-- api/node/mo/uni/.xml -->
<infraInfra>
<coppSpineProfile type="custom" name="mycustomSpine"> <!-- define copp

leaf profile -->
<coppSpineGen1CustomValues bgpBurst="150" bgpRate="300"/>

</coppSpineProfile>
<infraSpineP name="spineCopp">
<infraSpineS name="spines" type="range">
<infraNodeBlk name="spine1" from_="104" to_="104"/>
<infraRsSpineAccNodePGrp tDn="uni/infra/funcprof/spaccnodepgrp-mySpineCopp"/>

</infraSpineS>
</infraSpineP>
<infraFuncP>
<infraSpineAccNodePGrp name="mySpineCopp">
<infraRsSpineCoppProfile tnCoppSpineProfileName="mycustomSpine"/> <!-- bind copp

spine policy to
</infraSpineAccNodePGrp> spine profile

-->
</infraFuncP>

</infraInfra>
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RESTAPIを使用するプロトコルごとのインターフェイスあたりのCoPP
の設定

手順

プロトコルごとにインターフェイスあたりの CoPPを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="default">

<infraLeafS name="default" type="range">
<infraNodeBlk name="default" to_="101" from_="101"/>

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

</infraNodeP>
<infraAccPortP name="default">

<infraHPortS name="regularPorts" type="range">
<infraPortBlk name="blk1" toPort="7" fromPort="1" toCard="1" fromCard="1"/>

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

</infraAccPortP>

<infraFuncP>
<infraAccPortGrp name="copp">

<infraRsCoppIfPol tnCoppIfPolName="pc"/>
</infraAccPortGrp>

</infraFuncP>

<coppIfPol name = "pc" >
<coppProtoClassP name = "test" matchProto="lldp,arp" rate="505" burst = "201"/>
<coppProtoClassP name = "test1" matchProto="bgp" rate="500" burst = "200" />

</coppIfPol>
</infraInfra>
</polUni>

ファーストホップセキュリティの設定

ファーストホップセキュリティについて

ファーストホップセキュリティ（FHS）機能では、レイヤ2リンク上でより優れた IPv4と IPv6
のリンクセキュリティおよび管理が可能になります。サービスプロバイダ環境で、これらの

機能は重複アドレス検出（DAD）とアドレス解像度（AR）などのアドレス割り当てや派生操
作が、より緊密に制御可能です。

次のサポートされている FHS機能はプロトコルをセキュアにして、ファブリックリーフス
イッチにセキュアなエンドポイントデータベースを構築するのに役立ち、MIM攻撃や IPの盗
難などのセキュリティ盗難を軽減するために使用されます。
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• ARP Inspection

• ND検査

• DHCP検査

• RAガード

• IPv4および Ipv6ソースガード

•トラスト制御

FHS機能は、次のセキュリティ対策を提供します。

•ロールの適用：信頼できない主催者が、そのロールの有効範囲を超えるメッセージを送信
することを防ぎます。

•バインディングの適用：アドレスの盗難を防止します。

• DoS攻撃の軽減対策：悪意あるエンドポイントを防ぎ、データベースが操作サービスを提
供することを停止するポイントにエンドポイントデータベースを成長させます。

•プロキシサービス：アドレス解決の効率を高めるため一部のプロキシサービスを提供し
ます。

FHS機能は、テナントブリッジドメイン（BD）ごとに有効になっています。ブリッジドメイ
ンとして、単一または複数のリーフスイッチで展開可能で、FHS脅威の制御と軽減のメカニ
ズムは単一のスイッチと複数のスイッチのシナリオにも対応できます。

ACI FHSの導入
ほとんどの FHS機能はツーステップ傾向で設定されています。最初に機能の動作を説明する
ポリシーを定義し、次にこのポリシーを「ドメイン」に適用します（テナントブリッジドメ

インまたはテナントエンドポイントグループになる）。異なる動作を定義する別のポリシー

は、さまざまな交差ドメインに適用できます。特定のポリシーを使用する決定は、ポリシーを

適用するもっとも明確なドメインで行われます。

ポリシーのオプションは、[Tenant_name]>[Networking]>[Protocol Policies]>[First Hop Security]タ
ブの下にある Cisco APIC GUIから定義できます。

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。

•リリース 3.1 (1)より、仮想エンドポイント（AVのみ）で FHSはサポートされています。

• EPGが VXLANカプセル化で展開されるとき、FHS機能はサポートされていません。

• [ダウン]状態のFHSバインディング表データベースでセキュリティ保護されたエンドポイ
ントエントリは、タイムアウトから 18時間後に消去されます。エントリが学習する前面
パネルポートがリンクダウンする場合、エントリは [ダウン]状態に移動します。この 18
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時間ウィンドウの中で、エンドポイントが別のロケーションに移動し別のポートで確認さ

れる場合、エンドポイントが他のポートから到達可能な限り移行され、エントリはグレー

スフルに [ダウン]状態から [REACHABLE/STALE]に移行します。

• IP発信元ガードが有効な時、IP送信元アドレスとして Ipv6リンクローカルアドレスを使
用して供給される Ipv6トラフィックは、IP送信元ガード施行を受けません（例：送信元
MACの施行 <=> IP調査機能によりセキュリティ保護された送信元 IPバインディング）。
バインディングチェック障害に関係なく、デフォルトでこのトラフィックが許可されま

す。

• L3Outインターフェイスでは、FHSはサポートされていません。

• TORに基づいて N9K-M12PQでは FHSはサポートされていません。

• ACIマルチサイトの FHSはサイトのローカル機能であるため、APICクラスタからサイト
でのみ有効にできます。また、ACIマルチサイトの FHSは、BDや EPGがサイトローカ
ルであり、サイト上でストレッチしない場合にのみ動作します。ストレッチ BDまたは
EPGの FHSセキュリティを有効にすることはできません。

•レイヤ 2専用ブリッジドメインでは、FHSはサポートされていません。

REST APIを使用して apic内で FHSの設定

始める前に

•テナントおよびブリッジドメインは設定しておく必要があります。

手順

FHSと信頼制御ポリシーを設定します。

例：

<polUni>
<fvTenant name="Coke">

<fhsBDPol name="bdpol5" ipInspectAdminSt="enabled-ipv6"
srcGuardAdminSt="enabled-both" raGuardAdminSt="enabled" status="">

<fhsRaGuardPol name="raguard5" managedConfigCheck="true"
managedConfigFlag="true" otherConfigCheck="true" otherConfigFlag="true"
maxRouterPref="medium" minHopLimit="3" maxHopLimit="15" status=""/>

</fhsBDPol>
<fvBD name="bd3">

<fvRsBDToFhs tnFhsBDPolName="bdpol5" status=""/>
</fvBD>

</fvTenant>
</polUni>

<polUni>
<fvTenant name="Coke">

<fhsTrustCtrlPol name="trustctrl5" hasDhcpv4Server="true" hasDhcpv6Server="true"
hasIpv6Router="true" trustRa="true" trustArp="true" trustNd="true" />

<fvAp name="wwwCokecom3">
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<fvAEPg name="test966">
<fvRsTrustCtrl tnFhsTrustCtrlPolName="trustctrl5" status=""/>

</fvAEPg>
</fvAp>

</fvTenant>
</polUni>

802.1Xの設定

802.1Xの概要
802.1Xでは、クライアントサーバベースのアクセスコントロールと認証プロトコルを定義
し、許可されていないクライアントが公にアクセス可能なポートを経由して LANに接続する
のを規制します。認証サーバは、Cisco NX-OSデバイスのポートに接続されるクライアントを
個々に認証します。

802.1Xアクセスコントロールでは、クライアントが認証されるまで、そのクライアントが接
続しているポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）トラフィック
しか許可されません。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようにな

ります。

RADIUS分散クライアント/サーバシステムを使用すると、不正アクセスからネットワークを
保護できます。Cisco ACI実装では、RADIUSクライアントはToRで稼働し、すべてのユーザー
認証情報およびネットワークサービスアクセス情報が格納された中央の RADIUSサーバに認
証要求およびアカウンティング要求を送信します。

ホストサポート

802.1 X機能は、次のモードでポート上のトラフィックを制限できます。

•単一ホストモード：802.1Xポートで1台のエンドポイントデバイスのみからのトラフィッ
クが許可されます。エンドポイントデバイスが認証されると、APICはポートを許可状態
にします。エンドポイントデバイスがログオフすると、OSはポートを無許可状態に戻し
ます。802.1Xのセキュリティ違反とは、認証に成功して許可された単一のMACアドレス
とは異なるMACアドレスをソースとするフレームが検出された場合をいいます。このよ
うな場合、このセキュリティアソシエーション（SA）違反（他のMACアドレスからの
EAPOLフレーム）が検出されたインターフェイスはディセーブルにされます。シングル
ホストモードは、ホストツースイッチ型トポロジで 1台のホストがAPICのレイヤ 2ポー
ト（イーサネットアクセスポート）またはレイヤ 3ポート（ルーテッドポート）に接続
されている場合にだけ適用できます。

•複数のホストモード :ポートごとに複数のホストを使用できますが、最初の 1つだけが
認証されます。最初のホストの許可に成功すると、ポートは許可ステートに移行します。

ポートが許可ステートになると、後続のホストがネットワークアクセスの許可を受ける必

要はありません。再認証に失敗したり、または EAPOLログオフメッセージを受信して、
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ポートが無許可ステートになった場合には、接続しているすべてのクライアントはネット

ワークアクセスを拒否されます。マルチホストモードでは、SA違反の発生時にインター
フェイスをシャットダウンする機能がディセーブルになります。このモードは、スイッチ

ツースイッチ型トポロジおよびホストツースイッチ型トポロジの両方に適用できます

•マルチ認証モード :複数のホストとすべてのホストを個別に認証を使用できます。

各ホストには、同じ EPG/VLAN情報を必須です。（注）

•マルチドメインモード :別のデータおよび音声ドメイン。IP電話で使用します。

認証モード

ACI 802.1 xは次の認証モードをサポートしています。

• EAP：オーセンティケータは EAP-Request/Identityフレームをサプリカントに送信して識
別情報を要求します（通常、オーセンティケータは1つまたは複数の識別情報の要求のあ
とに、最初の Identity/Requestフレームを送信します）。サプリカントはフレームを受信す
ると、EAP-Response/Identityフレームで応答します。

• MAB：フォールバック認証モードとしてMAC認証バイパス（MAB）がサポートされて
います。MABにより、エンドポイントのMACアドレスを使用してポートベースのアク
セスコントロールが有効になります。MABが有効なポートは接続するデバイスのMAC
アドレスに基づいて、動的に有効または無効にできます。MABの前に、エンドポイント
の IDが不明であり、すべてのトラフィックがブロックされます。スイッチでは、単一の
パケットを検査して送信元MACアドレスを学習および認証します。MABが成功すると
エンドポイントの IDが判明し、エンドポイントからのすべてのトラフィックが許可され
ます。スイッチは送信元MACアドレスフィルタリングを実行し、MABの認証されたエ
ンドポイントのみがトラフィックの送信を許可されます。

注意事項と制約事項

802.1Xポートベースの認証には、次の設定に関する注意事項と制約事項があります。

• Cisco ACIが 802.1X認証をサポートするのは、物理ポート上だけです。

• Cisco ACIは、ポートチャネルまたはサブインターフェイスでは 802.1X認証をサポートし
ません。

• Cisco ACIは、ポートチャネルのメンバポートでは802.1X認証をサポートしますが、ポー
トチャネル自体ではサポートしません。

• 802.1X設定を含むメンバポートと含まないメンバポートはポートチャネルで共存できま
す。ただし、チャネリングと 802.1Xが連携して動作するためには、すべてのメンバポー
トで 802.1X設定を同一にする必要があります
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• 802.1X認証を有効にした場合、サプリカントが認証されてから、イーサネットインター
フェイス上のレイヤ 2またはレイヤ 3のすべての機能が有効になります。

• 802.1 xはリーフシャーシでのみサポート EXまたは FXタイプことです。

• 802.1 xはサポートされているファブリックアクセスポートだけです。802.1Xはポート
チャネルまたは仮想ポートチャネルではサポートされていません。

• IPv6は、dot1xクライアント 3.2(1)リリースではサポートされていません。

•特に特定のインターフェイス設定（ホストモードおよび認証タイプ）がそのリリースでサ
ポートされていない場合に以前のリリースにダウングレードすると、dot1x認証タイプは
デフォルトでなしになります。ホストモードは希望に応じて単一のホストか複数のホスト

のどちらかに手動で再設定する必要があります。これで、ユーザーがそのリリースでのみ

サポートされているモード/認証タイプを設定し、サポートされていないシナリオで実行
していないことを確認します。

•マルチ認証では、1音声クライアントと複数のデータクライアント（すべて同じデータ
vlan/epgに属する）をサポートします。

•障害 epg/vlanで 802.1x認証ポリシーのノードでは、必須の設定を示します。

•マルチドメインの方法より 1の音声およびデータが 1つのクライアントは、セキュリティ
が無効な状態で、ポートを配置します。

• 802.1の次のプラットフォームはサポートされていません x:

• N9K-C9396PX

• N9K-M12PQ

• N9K-C93128TX

• N9K-M12PQ

コンフィギュレーションの概要

APICで有効になっている場合にのみ、802.1 xおよび RADIUSプロセスが開始されます。内部
的にこれは、radiusエンティティの作成時に 802.1x Inst MOが作成され radiusプロセスが作成
されたときに、dot1xプロセスが開始されることを意味します。そのインターフェイスに接続
しているユーザーを認証するため、Dot1xベースの認証が各インターフェイスで有効になって
いる必要があります。そうでない場合、動作が変更されません。

RADIUSサーバの設定は、dot1x設定とは別に行われます。RADIUSの設定は、RADIUSサー
バのリストとそれらに到達する方法を定義します。Dot1x設定には、認証に使用する RADIUS
グループ（またはデフォルトグループ）への参照が含まれています。

802.1 xおよび RADIUSの設定の両方ともが正常に認証が行われる必要があります。設定の順
序は重要ではありませんが、RADIUS設定がない場合は、802.1 x認証は正常に行われません。
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REST APIを使用した 802.1x、ノード認証の設定

手順

802.1xノード認証ポリシーを設定します。

例：

<polUni>
<infraInfra>
<l2NodeAuthPol annotation="" descr="" dn="uni/infra/nodeauthpol-802-node-2"

failAuthEpg="tn-t2,ap-ap,epg-epg1" failAuthVlan="vlan-2078" name="802-node-2" nameAlias=""
ownerKey="" ownerTag="">
<l2RsAaaRadiusProviderGroup annotation=""
tDn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-radius-grp"/>
</l2NodeAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>

Modify:
<polUni>
<infraInfra>
<l2NodeAuthPol annotation="" descr="" dn="uni/infra/nodeauthpol-802-node-2"

failAuthEpg="tn-t2,ap-ap,epg-epg1" failAuthVlan="vlan-2066" name="802-node-2" nameAlias=""
ownerKey="" ownerTag="" status="deleted">
<l2RsAaaRadiusProviderGroup annotation=""
tDn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-radius-grp"/>
</l2NodeAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>

Delete:
<polUni>
<infraInfra>
<l2NodeAuthPol annotation="" descr="" dn="uni/infra/nodeauthpol-802-node-2"

failAuthEpg="tn-t2,ap-ap,epg-epg1" failAuthVlan="vlan-2078" name="802-node-2" nameAlias=""
ownerKey="" ownerTag="" status="deleted">
<l2RsAaaRadiusProviderGroup annotation=""
tDn="uni/userext/radiusext/radiusprovidergroup-radius-grp" status="deleted"/>
</l2NodeAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>

REST APIを使用して 802.1 xポートの認証の設定

手順

802.1 xポート認証ポリシーを作成します。

例：

<polUni>
<infraInfra>
<l2PortAuthPol adminSt="enabled" annotation="" descr="" dn="uni/infra/portauthpol-test21"

Cisco APIC REST API設定ガイド
522

パート 3: APICと REST APIを使用して、ファブリックの設定

REST APIを使用した 802.1x、ノード認証の設定



hostMode="multi-auth" name="test21" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="">
<l2PortAuthCfgPol annotation="" macAuth="bypass" maxReauthReq="2" maxReq="2"

reAuthPeriod="3600" serverTimeout="30" suppTimeout="30" txPeriod="30"/>
</l2PortAuthPol>

</infraInfra>
</polUni>

Modify:
<polUni>
<infraInfra>
<l2PortAuthPol adminSt="enabled" annotation="" descr="" dn="uni/infra/portauthpol-test21"
hostMode="multi-domain" name="test21" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" >

<l2PortAuthCfgPol annotation="" macAuth="eap" maxReauthReq="2" maxReq="2"
reAuthPeriod="3600" serverTimeout="30" suppTimeout="30" txPeriod="30"/>
</l2PortAuthPol>

</infraInfra>
</polUni>

Delete:
<polUni>
<infraInfra>
<l2PortAuthPol adminSt="enabled" annotation="" descr="" dn="uni/infra/portauthpol-test21"
hostMode="multi-host" name="test21" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" status="deleted">

<l2PortAuthCfgPol annotation="" macAuth="bypass" maxReauthReq="2" maxReq="2"
reAuthPeriod="3600" serverTimeout="30" suppTimeout="30" txPeriod="30" status="deleted"/>

</l2PortAuthPol>
</infraInfra>
</polUni>
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第 18 章

クォータ管理の作成

• APICクォータ管理の設定について（525ページ）
• REST APIを使用したクォータ構成の作成（525ページ）

APICクォータ管理の設定について
Ciscoで開始 Application Policy Infrastructure Controller ( APIC ) 2.3(1)のリリースでは、テナント
管理者を設定できるオブジェクトの数に制限します。これにより、特定のテナントでまたはテ

ナント間でグローバルに追加できるどのような管理対象オブジェクトを制限する管理できま

す。

この機能は、任意のテナントまたは承認からテナントのグループを制限するときに便利なACI
リーフ単位またはまたは不当可能性がある他のテナントで同じファブリックに影響する、使用

可能なリソースの大部分を使用するファブリックあたりの最大値。

REST APIを使用したクォータ構成の作成
この手順では、REST APIを使用してクォータ管理構成を作成する方法について説明します。

手順

REST APIを使用して、クォータ管理設定を作成します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- /api/node/mo/.xml -->
<polUni>

<quotaCont>

<quotaConf class="fvBD" containerDn=”uni/tn-green” maxNum=”10” exceedAction=”fault”/>

<quotaConf class="fvBD" containerDn=”uni/tn-baz” maxNum=”100” exceedAction=”fail”/>
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</quotaCont>
</polUni>
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第 19 章

スケールプロファイルポリシーの転送を

設定する

•スケールプロファイルポリシーの転送についての概要（527ページ）
•スケールプロファイルポリシーの転送のサポートされるプラットフォーム（530ページ）
• REST APIを使用したスケールプロファイルポリシー転送の設定（530ページ）

スケールプロファイルポリシーの転送についての概要
スケールプロファイルの転送ポリシーは、別のスケーラビリティのオプションを提供します。

次に例を示します。

•デュアルスタック：IPv6設定に最大 12,000エンドポイントのスケーラビリティと、IPv4
設定に最大 24,000エンドポイントを提供します。

•高LPM：最長のプレフィックス一致（LPM）スケールが128,000であり、ポリシースケー
ルが 8,000である場合を除き、デュアルスタックプロファイルと同様のスケーラビリティ
を提供します。

• IPv4スケール：IPv6設定を持たないシステムが 48,000 IPv4エンドポイントまでスケーラ
ビリティを拡張できます。

•高デュアルスタック： 64,000 MACエンドポイントおよび 64,000 Ipv4エンドポイントま
でのスケーラビリティを提供します。IPv6エンドポイントスケールはスイッチハードウェ
アモデルによって 24,000/48,000まで可能です。
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Cisco APICリリース 3.2(1)では、TORスイッチハードウェアに
よって、[高デュアルスタック]オプションを持つ転送スケールプ
ロファイルには異なるスケールがあります。

•スイッチ名に FXがつく Cisco Nexus 9000シリーズ TORス
イッチでは、高デュアルスタックオプションは、24,000では
なく 48,000 Ipv6エンドポイント、8,000ではなく 128,000ポ
リシーのスケーラビリティを有します。

•スイッチ名に EXがつく Cisco Nexus 9000シリーズ TORス
イッチでは、高デュアルスタックオプションは以前のAPIC
リリースと同じスケール値を有します。

詳細については、次の表を参照してください。

（注）

表 23 :スケールプロファイルポリシー転送のスケーラビリティ

名前に FXがつく TORスイッチ名前にEXがつくTORスイッチスケールプロファイルポリ

シー転送のオプション

以前のスイッチのデュアルス

タックスケールと同じスケー

ラビリティ数を有します。

• EP MAC: 24,000

• EP IPv4: 24,000

• EP IPv6: 12,000

• LPM: 20,000

• Policy: 64,000

• Multicast: 8,000

デュアルスタック

• EP MAC: 64,000

• EP IPv4: 64,000

• EP IPv6: 48,000

• LPM: 38,000

• Policy: 128,000

• Multicast: 512

• EP MAC: 64,000

• EP IPv4: 64,000

• EP IPv6: 24,000

• LPM: 38,000

• Policy: 8,000

• Multicast: 0

高デュアルスタック
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名前に FXがつく TORスイッチ名前にEXがつくTORスイッチスケールプロファイルポリ

シー転送のオプション

以前のスイッチと同じスケー

ラビリティ数を有します。

最長プレフィックス一致

（LPM）スケールが 128,000
であり、ポリシースケールが

8,000である場合を除き、デュ
アルスタックプロファイルと

同様のスケーラビリティを提

供します。

高 LPM

以前のスイッチの IPv4スケー
ルと同じスケーラビリティ数

を有します。

• EP MAC: 48,000

• EP IPv4: 48,000

• EP IPv6: 0

• LPM: 38,000

• Policy: 60,000

• Multicast: 8,000

IPv4スケール

• IPv4転送スケールプロファイルポリシーが IPv6設定をサポートしていないため、IPv4転
送スケールプロファイルで設定されたスイッチからすべての IPv6設定を削除する必要が
あります。

•高デュアルスタックプロファイルがコントラクトポリシー（8,000）のスケールサポート
を削減したため、コントラクトスケールは以前のプロファイル展開に沿って削減される必

要があります。

•高デュアルスタックのように最小テナントマルチキャストスケールリーフプロファイル
へ移行する前に、レイヤ 2 IGMPスヌーピング、レイヤ 3 IGMP、PIM関連の設定を最初
に無効にして、ハードウェアに古いマルチキャストの状態が含まれないようにすることを

お勧めします。

•ノードにスケールプロファイルを適用すると、そのノードを手動でリロードする必要があ
ります。サポートされていないスイッチは無視されます。サポートされているスイッチの

リストについては、『スケールプロファイルポリシーの転送のサポートされるプラット

フォーム（530ページ）』[英語]を参照してください。

•異なるスケールプロファイルの設定項目に関連付けられている VPCはサポートされてい
ません。VPCメンバーは、同じスケールプロファイル設定で設定する必要があります。

（注）
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スケールプロファイルポリシーの転送のサポートされる

プラットフォーム
スケールプロファイルポリシーの転送は、次のスイッチでのみサポートされます。

• Cisco Nexus 9300-EXシリーズスイッチ

• N9K-C9348GC-FXP

• N9K-C93108TC-FX

• N9K-C93180YC-FX

REST APIを使用したスケールプロファイルポリシー転送
の設定

転送スケールプロファイルポリシーがサポートされているスイッチが必要です。サポートさ

れているスイッチのリストについては、『スケールプロファイルポリシーの転送のサポート

されるプラットフォーム（530ページ）』[英語]を参照してください。転送をサポートするス
イッチは、プロファイルをスケール転送スケール後に、ポリシーを手動でリロードする必要が

ありますプロファイルポリシーを適用します。

スケールプロファイルの転送ポリシーは、別のスケーラビリティのオプションを提供します。

次に例を示します。

•デュアルスタック：IPv6設定に最大 12,000エンドポイントのスケーラビリティと、IPv4
設定に最大 24,000エンドポイントを提供します。

•高LPM：最長のプレフィックス一致（LPM）スケールが128,000であり、ポリシースケー
ルが 8,000である場合を除き、デュアルスタックプロファイルと同様のスケーラビリティ
を提供します。

• IPv4スケール : 48,000 IPv4エンドポイントを拡張するのには、no IPv6設定を使用したシ
ステムを有効にします。

•高デュアルスタック :最大 64,000 MACエンドポイントと 64,000 IPv4エンドポイントの
スケーラビリティを提供します。IPv6エンドポイントスケール 24,000/48,000、スイッチ
のハードウェアモデルによっては、使用できます。

このセクションでは、転送を作成する方法を説明プロファイルポリシーを拡張し、REST API
を使用して、リーフプロファイルを適用します。
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手順

転送を適用する IPv4スケーリングとプロファイルポリシーをスケール、次の例のようにXML
で postを送信します。

例：

<polUni>
<infraInfra>

<topoctrlFwdScaleProfilePol name=“sampleFwdScaleProf" profType="ipv4"/>
<infraAccNodePGrp name=“sampleNodePolGrp">

<infraRsTopoctrlFwdScaleProfPol
tnTopoctrlFwdScaleProfilePolName=“sampleFwdScaleProf"/>

</infraAccNodePGrp>
<infraNodeP name=“nodeProf_101">

<infraLeafS name=“leafS_101" type="range">
<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="101"/>

<infraRsAccNodePGrp tDn="uni/infra/funcprof/accnodepgrp-sampleNodePolGrp
"/>

</infraLeafS>
</infraNodeP>

</infraInfra>
</polUni>

転送をサポートするスイッチのプロファイルのスケールを有効にするため、転送スケール後

に、ポリシーを手動でリロードする必要がありますプロファイルポリシーを適用します。
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