
はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

•対象読者（iページ）
•新機能および変更された機能に関する情報（iページ）
•表記法（xivページ）
•関連資料（xvページ）
•マニュアルに関するフィードバック（xviページ）

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

•仮想マシンのインストールと管理

•サーバ管理

•スイッチおよびネットワークの管理

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

今リリースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

表 1 : Cisco ACI,リリース 3.2(1)の新機能と変更された動作

参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

レイヤ 3のポートチャネルの
サポートが追加されました。

レイヤ 3ルート済みおよびサ
ブインターフェイスポート

チャネル
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参照先説明機能

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング

ファブリック上の FCトラ
フィックをサポートします。

ファイバチャネル NPV

セキュリティの設定IP電話のサポート802.1x

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

このリリースで拡張サポート

に関する情報が追加されま

す。

リモートリーフ機能拡張

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

エニーキャストサービスは、

Cisco ACIファブリックでサ
ポートされます。一般的な使

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

することですが、DNSサーバ
や印刷サービスなど、他の

サービスを有効にするエニー

キャストを使用することもで

きます。

エニーキャストサービス

テナントポリシーの設定Epgの間で契約が拡張され、
件名や契約書を例外が含まれ

ます。これにより、コントラ

クトのフィルタリングで除外

する EPGのサブセットが有効
になります。たとえば、プロ

バイダ EPGは、通信を制御す
るコントラクトで、除外する

サブジェクトに設定された条

件に一致するもの以外、すべ

てのコンシューマ EPGと通信
できます。

コントラクトおよびサブジェ

クトの例外

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング

アップリンクからダウンリン

ク、またはダウンリンクから

アップリンクへポートを変更

する、ポートプロファイルの

設定に関する情報が追加され

ます。

ポートプロファイル

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング

このリリースでの改善を含

む、ブレークアウトポートの

設定に関する情報が追加され

ます。

ブレークアウトポートの拡張

はじめに
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参照先説明機能

RESTAPIを使用したトラブル
シューティング

許可および拒否ロギングは移

動し、このリリースでの改善

を含む情報が追加されます。

コントラクトACLの許可およ
び拒否ログの拡張

コアサービスのプロビジョニ

ング

認可されていないエンドポイ

ントを検出し削除するため、

グローバル不正エンドポイン

トコントロールポリシーにサ

ポートが追加されます。

不正エンドポイントのコント

ロールポリシー

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニング

カプセル化のフラッディング

についての詳細は、このガイ

ドに追加されます。

すべてのプロトコルのカプセ

ル化のフラッディング

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

参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

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

増加した最大MTU

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

す。L3Outで QoSポリシーを
設定するには、ポリシー制御

を有効にした状態で（ポリ

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

「出力」）に設定する必要が

あります。レイヤ 3外部ネッ
トワークを制御するコントラ

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

L3Outの QoS

はじめに
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参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

RS/RAパケットは自動設定に
使用され、ルート済みイン

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

Outレイヤ 3でネイバー探索
ルータアドバタイズメント

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

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

ASパスで BGPルータを送信
する AS番号に置換します。

BGP外部ルート済みネット
ワークの自律システムのオー

バーライド

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

参照先説明機能

RESTAPIを使用したカプセル
化のフラッディングの設定

アプリケーションスパインエ

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

にフラッディングされます。

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

ングオプションがオンになっ

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

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

す。

カプセル化のフラッディング

はじめに
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参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニングのリモート

リーフスイッチ

ACIファブリックを展開し
て、ローカルスパインスイッ

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

データセンターに、ACIサー
ビスおよびAPIC管理を拡張で
きます。

リモートリーフスイッチ

パート3、レイヤ3アウトサイ
ド接続のプロビジョニングの

CiscoACIゴルフとマルチポッ
ド

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

ブリックモジュールによりサ

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

マルチポッドおよび GOLFの
新規ハードウェアサポート

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

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

すると SVI状態をダウン状態
にできます。

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

スイッチ仮想インターフェイ

ス（SVI）自動状態

IP Multicast：IPマルチキャス
ト

FEXポートに接続されている
マルチキャストの送信元また

は受信先がサポートされてい

ます。

FEXによるレイヤ 3にマルチ
キャストサポート

はじめに
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参照先説明機能

レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

このリリースでは、ポリシー

ベースリダイレクト（PBR）
でサービスノードの追跡をサ

ポートします。

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

ポリシーベースリダイレクト

によるサービスノードの追

跡。IP SLAモニタリングがサ
ポートされます。

レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

ICMPまたは TCPプロトコル
タイプは、リダイレクト先の

ノードを追跡するため使用さ

れます。以前は TCPのみがサ
ポートされていました。

ICMPまたは TCPプロトコル
タイプは、リダイレクト先の

ノードを追跡するため使用さ

れます。

レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

ロケーション認識リダイレク

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

識される必要があります。

ロケーション認識のポリシー

ベースリダイレクト

レイヤ 2ネットワーキングの
プロビジョニング

MACsecは、暗号化キーにア
ウトオブバンド方式を使用し

て、有線ネットワーク上で

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

し、必要な暗号化キーを管理

します。

MACsec

コントロールプレーンポリシ

ングの有効化

ファイバチャネルアナライザ

を SDポートに接続して、
SPANトラフィックをモニタ
できます。

プロトコルごとの各インター

フェイスの CoPP

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

スパインスイッチの BFDサ
ポート

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

（注）

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

参照先説明機能

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

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

すると SVI状態をダウン状態
にできます。

スイッチ仮想インターフェイ

ス（SVI）自動状態

L4-L7サービスの管理このリリースでは、ポリシー

ベースリダイレクト機能

（PBR）で特定のハッシュア
ルゴリズムによりサービス

ノードの追跡をサポートしま

す。

ポリシーベースリダイレクト

によるサービスノードの追

跡。

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

参照先説明機能

スケールプロファイルポリ

シーの転送を設定する

転送スケールプロファイルポ

リシーにより、デュアルス

タック（デフォルトプロファ

イル）と IPv4スケールの間で
選択できるようになります。

デュアルスタックポリシーに

設定されている転送スケール

プロファイルポリシーでは、

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

リティを提供します。IPv4ス
ケールオプションでは、最大

24 K IPv4エンドポイントにス
ケーラビリティを増加する

IPv6設定を使用しないシステ
ムを有効にします。

スケールプロファイルポリ

シーの転送
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参照先説明機能

グレースフル挿抜（GIR）モー
ド

グレースフル挿抜（GIR）モー
ドまたはメンテナンスモード

サービスの中断を最小限にし

ながらネットワークからス

イッチを特定できます。

グレースフル挿抜（GIR）モー
ド

EPGのQ-in-Qカプセル化マッ
ピング

Cisco APICを使用して、通常
のインターフェイスまたは

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

有効になっている場合、二重

タグ付きトラフィックが EPG
のネットワークに入るとき、

両方のタグがファブリックで

個別に処理され、ACIスイッ
チを入力するとき二重タグに

復元されます。単一タグおよ

びタグなしのトラフィックの

入力はドロップします。

EPGのQ-in-Qカプセル化マッ
ピング

ファーストホップセキュリ

ティの設定

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

す。

ファーストホップセキュリ

ティ

アトミックカウンタを使用し

たトラブルシューティング

遅延は、エンドポイントグ

ループは間で測定されます。

これは、ファブリック内のす

べてのノードが PTPプロトコ
ルを使用して同期される必要

があります。

遅延および PTP

はじめに
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参照先説明機能

テナントポリシーの設定のブ

リッジドメインをの用

適用されるブリッジドメイン

の設定がサポートされてお

り、件名エンドポイントグ

ループのエンドポイント

（EPG）で、ブリッジドメイ
ンに関連付けられているサブ

ネットゲートウェイのみ ping
できます。

この設定を有効にすると、い

ずれのサブネットゲートウェ

イも ping可能な IPアドレスの
グローバル除外リストを作成

できます。

ブリッジドメインの適用

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニングのBGP最大
パスの設定

等コストマルチパスロードバ

ランシングを呼び出すルート

表にBGPを追加するパスの最
大数を設定できます

BOG最大パスの設定

レイヤ 3アウト再度接続のプ
ロビジョニングのASパスのプ
リペンド

リモートピアによる最適なパ

ス選択の呼び出しのため、BGP
ルートの自律システムパスの

長さを変更できます

ASパスのプリペンド

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

参照先説明機能

パート3のクォータ管理の作成指定のテナントまたはテナン

ト上でグローバルに、管理者

がどの管理オブジェクトを追

加できるか制限できるクォー

タ管理設定を作成、削除、更

新します。

Cisco APICクォータ管理

はじめに
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参照先説明機能

パート 3のテナントポリシー
の設定の「コントラクトの継

承」を参照してください。

コントラクトを新しい EPGに
合理的に関連付けられるよう

に、同じテナント内で他の

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

ました。コントラクトの継承

は、アプリケーション EPG、
マイクロセグメント EPG、
L2OutEPG、およびL3OutEPG
に設定できます。EPGコント
ラクトマスターのコントラク

トに対して変更を行うと、継

承側の EPGが変更内容を受信
します。

コントラクトの継承

パート 3のレイヤ 2ネット
ワークのプロビジョニングの

「802.1Qトンネル」を参照し
てください。

複数の顧客に対して Dot1qト
ンネルで使用するため、コア

スイッチのポートを設定でき

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

802.1Qトンネルの機能拡張

「リフレクティブリレー

（802.1Qbg）」を参照してく
ださい。

パート 3。

リフレクティブリレー

（802.1Qbg）は、外部ネット
ワークスイッチへのホスト

サーバから仮想マシンのス

イッチングを転送します。同

じ物理サーバ上の VMと、
ネットワークの残りの部分間

の接続を提供します。これに

より、Cisco APICでポリシー
を設定して、同じサーバ上の

VMの間のトラフィックに適
用できます。

リフレクティブリレー

（802.1Qbg）

パート3のセキュリティの設定コントロールプレーンを保護

し、それをデータプレーンか

ら分離することによって、

ネットワークの安定性、到達

可能性、およびパケット配信

を保証します。

コントロールプレーンポリシ

ング

はじめに
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参照先説明機能

パート 3の「レイヤ 3アウト
サイド接続のプロビジョニン

グ」を参照してください。

このリリースでは、レイヤ 3
アウトサイドネットワーク経

由で SVIのカプセル化の範囲
を設定できます。

レイヤ 3アウトサイドネット
ワーク上の SVIのカプセル化
範囲

パート 3で「仮想スイッチで
マイクロセグメンテーション

設定」を参照してください。

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

す。

仮想スイッチのマイクロセグ

メンテーション

「REST APIを使用したポート
チャネルポリシーの作成」を

参照してください

対称ハッシュ化がサポートさ

れています

対称ハッシュ

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

参照先説明機能または変更

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

このリリースでは、ノードあ

たりの各VRFでBPGタイマー
を定義および関連付けること

ができます。

ノードBGPタイマー値ごとの
各 VRF

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニング

このリリースでは、異なる

VRFの共有のレイヤ 3アウト
が、コントラクトを使用して

相互に通信できます。

レイヤ 3アウトからレイヤ 3
アウト VRF内の漏洩

追加のコミュニティの設定の

エントリでコードの例に反映

されます。レイヤ 3ネット
ワーキングの管理

このリリースでは、複数の

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

り当てられます。

ルートプレフィックスごとに

割り当てられた複数のBGPコ
ミュニティ

表 8 :このドキュメントの新機能と変更された情報

参照先説明機能または変更

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

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

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

参照先説明機能または変更

第 3部新しいセクションが追加され

ました。

パート 3：REST APIを使用し
たAPICとファブリックの設定

REST APIで APICおよびファ
ブリックを設定するのレイヤ

4からレイヤ7サービスにマッ
ピングする

パート 2からパート 3に移動レイヤ 4からレイヤ 7のサー
ビスの管理

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニングの 802.1 qトンネ
リング

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

のイーサネットフレームの

point-to-multi-pointトンネリン
グを有効にできます。

802.1 qトンネル

APICクラスタの管理のクラス
タのハイアベイラビリティの

管理

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

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

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

APICクラスタハイアベイラビ
リティ

テナントの設定のコントラク

ト優先グループ

優先契約グループ VRFで Epg
間の通信の高い制御を有効に

するには、サポートが追加さ

れます。VRFのEPGのほとん
どがオープン通信ですが、一

部で他の EPGと通信すること
にのみ制限がある場合、契約

優先グループとフィルタを持

つ契約の組み合わせを設定し

て、EPG通信で正確に管理で
きます。

コントラクト優先グループ
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参照先説明機能または変更

レイヤ 2ネットワークのプロ
ビジョニングのダイナミック

ブレイクアウトポート

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

り）に接続する際のサポート

が追加されます。

ダイナミックブレイクアウト

ポート

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

FCoEover FEXポートを設定で
きるようになりました。

FEXポートの FCoE

レイヤ 3アウトサイド接続の
プロビジョニングの HSRP

フォルトルータの IPアドレス
を指定して設定された、イー

サネットネットワーク上の IP
ホストにファーストホップ

ルーティングの冗長性を提供

するプロトコルである HSRP
にサポートを追加します。

HSRP

コアサービスのプロビジョニ

ングのNetFlow
ネットワークトラフィックア

カウンティング、従量制の

ネットワーク課金、ネット

ワークプランニング、そして

サービス拒絶に対するモニタ

リング、ネットワークモニタ

リング、アウトバウンドマー

ケティング、およびサービス

プロバイダと企業顧客向け両

方のデータマイニング機能な

ど、主要な一連のアプリケー

ションの計測基盤を効果的に

提供する NetFlowテクノロ
ジーにサポートを提供しま

す。

NetFlow

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

参照先説明機能または変更

ドキュメントが作成されまし

た。
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表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲ん

で示しています。

[x]

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

[x | y]

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

{x | y}

角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意ま

たは必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表し

ます。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選

択すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック

体が使用できない場合に使用されます。

variable

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

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーン

フォントで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーン

フォントで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体のスクリーンフォ

ントで示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

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

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコ

で囲んで示しています。

[ ]
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説明表記法

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

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

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

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

います。

注意

安全上の重要な注意事項

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

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

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

これらの注意事項を保存しておいてください

警告

関連資料

Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）Documentation

ACIのマニュアルは、次の URLで入手できます。http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.html。

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

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

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのマニュアル

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

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

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

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

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

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