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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 1 : 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
RESTAPI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'/>

コアサービスのプロビジョニング

10

コアサービスのプロビジョニング

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



<!--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、RESTAPI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、RESTAPI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CiscoACI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、CiscoACIファブリックでRESTAPI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>

コアサービスのプロビジョニング

21

コアサービスのプロビジョニング

REST APIを使用したデータプレーンポリシングの設定



</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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