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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。

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング
1



•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 1 :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

CiscoAPIC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。

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング
14

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング

リフレクティブリレー (802.1Qbg)



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。

MultichassisEtherChannel（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FibreChannel 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、ACILeaf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 2 : 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、APICguiFCoEトラフィックをモニタ演算子を有効にする、APICNX-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：

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング
24

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング
Configuring FCoE Connectivity Using the REST API



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
（24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"/>

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング
33

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング

REST APIまたは SDK経由の FCoE接続の解除



<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。
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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。
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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XMLpost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XMLpost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 3 : 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 1 : 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、CiscoAPIC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、l2IfPolMO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、l2IfPolMO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 l2IfPolMO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（51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 93180LCEX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。

• APICGUI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 10/25Gbps 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
QSFP28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
QSFP28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 10/25Gbps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 4 : 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、RFC4541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 5 :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。

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング
69

レイヤ 2ネットワークのプロビジョニング

プロキシ ARPについて



図 6 : VM2通信を VM1が必要です。

表 2 : 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 7 : 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 3 : 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 8 : 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 4 : 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 9 : VM2は ARP応答を ACIファブリックに送信します

表 5 : 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 10 : VM2が学習されます
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表 6 : 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 11 : 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 7 : 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 12 : ACIファブリック VM1にプロキシ ARP応答を送信します。

表 8 : 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 13 : 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、VLAN10とVLAN11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、VLAN10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VLAN10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。
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図 14 :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 9 : 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、VMIP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。MACsecKeyAgreement（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、MACsecKey
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。

APICMACsec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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