
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（1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（1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（2ページ）
• BGP Max Pathの設定（5ページ）
• ASパスプリペンドの設定（5ページ）
• BFDの設定（7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 3Outside（L3Out）接続、または Inter-PodNetwork（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。
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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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