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デバイスクラスタについて
デバイスクラスタ（別名論理デバイス）は、単一のデバイスとして機能する1つ以上の具象デ
バイスです。デバイスクラスタには、そのデバイスクラスタのインターフェイス情報を説明

するクラスタ（論理）インターフェイスがあります。サービスグラフテンプレートのレンダ

リング時に、機能ノードコネクタはクラスタ（論理）インターフェイスに関連付けられます。

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）は、サービスグラフテンプレートのインス
タンス化およびレンダリング時に機能ノードコネクタにネットワークリソース（VLANまた
は Virtual Extensible Local Area Network（VXLAN））を割り当て、クラスタ（論理）インター
フェイスにネットワークリソースをプログラミングします。

サービスグラフテンプレートは、管理者が定義するデバイス選択ポリシー（論理デバイスコ

ンテキストと呼ばれます）に基づく特定のデバイスを使用します。

管理者は、アクティブ/スタンバイモードで最大2つの具象デバイスをセットアップできます。

デバイスクラスタをセットアップするには、次のタスクを実行する必要があります。

1. ファブリックに具象デバイスを接続します。
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2. デバイスクラスタに管理 IPアドレスを割り当てます。

3. デバイスクラスタを APICに登録します。APICは、デバイスパッケージに含まれるデバ
イス仕様を使ってデバイスを検証します。

APICは、2つのデバイスのクラスタに IPアドレスが重複して割り当てられているかどうかを
検証しません。APICは、2つのデバイスのクラスタが同じ管理 IPアドレスを持っている場合、
不適切なデバイスのクラスタをプロビジョニングすることがあります。デバイスクラスタで

IPアドレスが重複している場合には、いずれかのデバイスの IPアドレスの設定を削除し、管
理 IPアドレスの設定のためにプロビジョニングされた IPアドレスが重複していないことを確
認してください。

（注）

管理対象デバイスクラスタについて

デバイスクラスタは管理対象デバイスクラスタとして設定できます。管理対象モードでは、

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）が APIC管理者によって APICに提供された
設定を使用し、グラフのインスタンス化時にデバイスをプログラミングします。管理対象デバ

イスクラスタの場合、APICがそのデバイスクラスタのデバイスを管理するためにはデバイス
パッケージが必要です。

デフォルトでは、デバイスクラスタは管理対象デバイスクラスタとして設定されます。

デバイスクラスタが管理対象として設定されている場合は次の設定が必要です。

•デバイスパッケージ

•論理デバイス（vnsLDevViP）とデバイス（CDev）の接続情報（管理 IPアドレス、クレデ
ンシャル、およびインバンド接続情報）

•サポートされる機能タイプ（go-through、go-to）に関する情報

•コンテキスト認識に関する情報（シングルコンテキストかマルチコンテキスト）

APICはデバイスクラスタおよびデバイスのトポロジ情報（論理インターフェイスと具象イン
ターフェイス）を把握する必要があります。この情報は、APICがリーフ上で適切なポートを
プログラミングするために必要です。また、APICはこの情報をトラブルシューティングウィ
ザードのために使用することもあります。さらに、APICはカプセル化の割り当てに使用する
DomPとの関係も把握する必要があります。

非管理対象デバイスクラスタについて

デバイスクラスタは非管理対象デバイスクラスタとして設定できます。非管理対象デバイス

クラスタの場合、Application Policy Infrastructure Controller（APIC）はサービスグラフにネット
ワークリソースのみを割り当て、グラフのインスタンス化時にファブリック側のみでプログラ

ミングします。これは、デバイスクラスタ内のデバイスをプログラミングする既存のオーケス

トレータまたは dev-opがすでに環境にある場合に便利です。また、サービスアプライアンス
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のデバイスパッケージが使用できない場合もあります。非管理モードでは、APICがデバイス
パッケージなしでサービスデバイスと連携できます。

APICはデバイスクラスタおよびデバイスのトポロジ情報（論理インターフェイスと具象イン
ターフェイス）を把握する必要があります。この情報は、APICがリーフ上で適切なポートを
プログラミングするために必要です。また、APICはこの情報をトラブルシューティングウィ
ザードのために使用することもあります。さらに、APICはカプセル化の割り当てに使用する
DomPとの関係も把握する必要があります。

具象デバイスについて
具象デバイスとしては、物理デバイスまたはバーチャルデバイスがあり得ますl。具象デバイ
スには、具象インターフェイスがあります。具象デバイスが論理デバイスに追加されると、具

象インターフェイスが論理インターフェイスにマッピングされます。サービスグラフテンプ

レートのインスタンス化時に、VLANおよびVXLANは、論理インターフェイスとの関連付け
に基づいた具象インターフェイス上でプログラミングされます。

トランキングの概要
レイヤ 4～レイヤ 7仮想 ASAデバイスのトランキングを有効にでき、これはトランクポート
グループを使用してエンドポイントグループのトラフィックを集約します。トランキングを使

用せず、仮想サービスデバイスには各インターフェイスに 1個の VLANのみ所有し、最大 10
個のサービスグラフを所有できます。トランキングが有効にしている状態では、仮想サービス

デバイスはサービスグラフの数を無制限に設定できます。

トランクポートグループについての詳細は、『Cisco ACI Virtualization Guide』を参照してく
ださい。

トランキングは、仮想ASAデバイスでのみサポートされます。ASAデバイスパッケージは、
バージョン 1.2.7.8以降である必要があります。

GUIを使用したレイヤ 4～レイヤ 7デバイスの作成
レイヤ 4～レイヤ 7デバイスを作成する際には、物理デバイスまたは仮想マシンのいずれかに
接続することができます。接続先のタイプによって、フィールドが若干異なります。物理デバ

イスに接続する場合は、物理インターフェイスを指定します。仮想マシンに接続する場合は、

VMMドメイン、仮想マシン、および仮想インターフェイスを指定します。さらに、不明モデ
ルを選択することで、接続を手動で設定することもできます。

ロードバランサであるレイヤ 4～レイヤ 7デバイスを設定する場合、[コンテキスト認識]パ
ラメータは使用されません。[コンテキスト認識]パラメータには、無視可能なシングル コンテキ
ストのデフォルト値があります。

（注）

論理デバイスの定義

3

論理デバイスの定義

具象デバイスについて



始める前に

•テナントを作成しておく必要があります。

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants] > [All Tenants]の順に選択します。

ステップ 2 [Work]ペインで、テナントの名前をダブルクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ウィンドウで、Tenant tenant_name > Services > L4-L7 > Devicesを選択します。

ステップ 4 作業ウィンドウで、 Actions > Create L4-L7 Devicesを選択します。

ステップ 5 [Create L4-L7 Devices]ダイアログボックスで、[General]セクションの次のフィールドに入力します。

説明名前

管理対象デバイスを作成する場合はこのチェックボックスをオンにしま

す。非管理対象デバイスを作成する場合はこのチェックボックスをオフ

にします。

[Managed]チェックボックス

デバイスの名前を入力します。[Name]フィールド

サービスタイプを選択します。[Service Type]ドロップダウン
リスト

デバイスタイプを選択します。[Device Type]ボタン

物理ドメインまたは VMMドメインを選択します。[Physical Domain]ドロップダ
ウンリストまたは [VMM
Domain]ドロップダウンリス
ト

Cisco ACI Virtual Edge仮想ドメインでは、次のモードのいずれかを選択
します:

• AVE—トラフィックは Cisco ACI Virtual Edgeを通してスイッチン
グされます。

• native—トラフィックは VMware DVSを通してスイッチングされ
ます。

スイッチングモード

（CiscoACIVirtual Edgeのみ）

デバイスのビューを選択します。ビューとしては、次のものがあり得ま

す:

• Single Node—ただ 1つのノード

• HA Node—高可用性ノード (2つのノード)

• Cluster— 3以上のノード

Viewラジオボタンを表示しま
す。

（管理対象デバイスの場合のみ）使用するベンダー提供のパッケージを

選択します。

Device Packageドロップダウ
ンリスト
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説明名前

（管理対象デバイスの場合のみ）デバイスのモデルを選択します。Modelドロップダウンリスト

ステップ 6 （管理対象デバイスのみ）[Connectivity]セクションで、次のフィールドに入力します。

説明名前

接続のタイプを選択します。ファブリックの外側のデバイスに接続する

ときは [Out-of-Band]を選択し、ファブリックを通じてデバイスに接続す
るときは [In-Band]を選択します。

[APIC to Device Management
Connectivity]オプションボタ
ン

ステップ 7 （管理対象デバイスのみ）[Credentials]セクションで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ユーザ名を入力します。[User Name]フィールド

パスワードを入力します。[Password]フィールド

もう一度パスワードを入力します。[Confirm Password]フィールド

ステップ 8 [Device 1]セクションで、次のフィールドに入力します。

説明名前

（管理対象デバイスの場合のみ）接続するデバイス

の管理 IPアドレスを入力します。
[Management IP Address]フィールド

（管理対象デバイスの場合のみ）管理ポートを入力

するか、またはドロップダウンリストから値を選

択します。

[Management Port]フィールドとドロップダウンリ
スト

（仮想デバイスタイプの場合のみ）仮想マシンを

選択します。

[VM]ドロップダウンリスト

（管理対象デバイスの場合のみ）シャーシを選択し

ます。

[Chassis]ドロップダウンリスト

ステップ 9 [Device Interfaces]テーブルで、[+]ボタンをクリックしてインターフェイスを追加し、次のフィールドに
入力します。

説明名前

インターフェイス名を選択します。[Name]ドロップダウンリスト

（仮想デバイスタイプの場合のみ）vNICを選択し
ます。

[VNIC]ドロップダウンリスト

論理デバイスの定義
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説明名前

インターフェイスの接続先のポート、ポートチャ

ネル、またはバーチャルポートチャネルを選択し

ます。

[Path]ドロップダウンリスト

ステップ 10 [Update]をクリックします。

ステップ 11 （HAクラスタの場合のみ）各デバイスのフィールドに入力します。

ステップ 12 [Cluster]セクションのフィールドに入力します。

HAクラスタでは、クラスタのインターフェイスが、クラスタ内の両方の具体デバイスにある対応するイ
ンターフェイスにマッピングされていることを確認してください。

ステップ 13 [Next]をクリックします。

使用しているパッケージで実行可能な機能とパラメータのリストが [Device Configuration]ページに表示
されます。基本パラメータが表示された [Basic]タブと、デバイスパッケージで使用可能なすべてのパラ
メータが表示された [All Parameters]タブが表示されます。基本パラメータは [All Parameters]に含まれて
います。

ステップ 14 [Features]セクションで、使用する一連の機能を選択します。
使用する特定のパッケージと選択した特定の機能に応じて、一連のパラメータは変化します。

ステップ 15 選択した機能のパラメータに対して、次のように値を指定します。

a) 変更するフィールドをダブルクリックします。
b) 表示されたフィールドに必要な情報を入力します。
c) [Update]をクリックします。

ステップ 16 [Finish]をクリックします。

NX OSスタイル CLIを使用したレイヤ 4～レイヤ 7の作
成

レイヤ 4～レイヤ 7デバイスを作成するときに、物理デバイスまたは仮想マシンのいずれかに
接続できます。物理デバイスに接続する場合は、物理インターフェイスを指定します。仮想マ

シンに接続する場合は、VMMドメイン、仮想マシン、および仮想インターフェイスを指定し
ます。

ロードバランサであるレイヤ 4～レイヤ 7デバイスを設定する場合、[コンテキスト認識]パ
ラメータは使用されません。[コンテキスト認識]パラメータには、無視可能なシングル コンテキ
ストのデフォルト値があります。

（注）

論理デバイスの定義

6

論理デバイスの定義

NX OSスタイル CLIを使用したレイヤ 4～レイヤ 7の作成



始める前に

•テナントを作成しておく必要があります。

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# configure

ステップ 2 テナントのコンフィギュレーションモードを開始します。

tenant tenant_name

例：

apic1(config)# tenant t1

ステップ 3 レイヤ 4～レイヤ 7デバイスクラスタを追加します。
l4l7 cluster name cluster_name type cluster_type vlan-domain domain_name
[function function_type] [service service_type]

説明パラメータ

デバイスクラスタの名前。name

デバイスクラスタのタイプ。値は次のとおりです。

• virtual

• physical

type

VLANの割り当てに使用するドメイン。このドメインは、仮想デバイスの場合
はVMMドメイン、物理デバイスの場合は物理ドメインである必要があります。

vlan-domain

（オプション）次のいずれかのモードを選択します。

• AVE：Cisco ACI Virtual Edgeを通過するトラフィックのスイッチ。

•ネイティブ：VMwareDVSを通過するトラフィックのスイッチ。これはデ
フォルト値です。

switching-mode

（CiscoACIVirtual Edgeの
み）

（任意）機能タイプ。値は次のとおりです。

• go-to

• go-through

機能
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説明パラメータ

（任意）サービスタイプ。ADC固有またはファイアウォール固有のアイコン
および GUIを表示するために GUIで使用します。値は次のとおりです。

• ADC

• FW

• OTHERS

service

例：

物理デバイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-tenant)# l4l7 cluster name D1 type physical vlan-domain phys
function go-through service ADC

仮想デバイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-tenant)# l4l7 cluster name ADCCluster1 type virtual vlan-domain mininet

ステップ 4 1つ以上のクラスタデバイスをデバイスクラスタに追加します。
cluster-device device_name [vcenter vcenter_name] [vm vm_name]

説明パラメータ

（仮想デバイスの場合のみ）仮想デバイスの仮想マシンをホストする VCenter
の名前。

vcenter

（仮想デバイスの場合のみ）仮想デバイスの仮想マシンの名前。vm

例：

物理デバイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-cluster)# cluster-device C1
apic1(config-cluster)# cluster-device C2

仮想デバイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-cluster)# cluster-device C1 vcenter vcenter1 vm VM1
apic1(config-cluster)# cluster-device C2 vcenter vcenter1 vm VM2

ステップ 5 1つ以上のクラスタインターフェイスをデバイスクラスタに追加します。
cluster-interface interface_name [vlan static_encap]

説明パラメータ

（仮想デバイスの場合のみ）クラスタインターフェイスのスタティックなカプ

セル化。VLANの値は、1～ 4094とする必要があります。
vlan

例：

物理デバイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-cluster)# cluster-interface consumer vlan 1001

論理デバイスの定義
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仮想デバイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-cluster)# cluster-interface consumer

ステップ 6 1つ以上のメンバーをクラスタインターフェイスに追加します。
member device device_name device-interface interface_name

説明パラメータ

cluster-deviceコマンドを使用して、このデバイスにすでに追加されている必要
があるクラスタデバイスの名前。

デバイス

クラスタデバイス上のインターフェイスの名前。device-interface

例：

apic1(config-cluster-interface)# member device C1 device-interface 1.1

ステップ 7 メンバーにインターフェイスを追加します。

interface {ethernet ethernet_port | port-channel port_channel_name [fex fex_ID] |
vpc vpc_name [fex fex_ID]} leaf leaf_ID

インターフェイスではなく vNICを追加する場合は、このステップをスキップします。

説明パラメータ

（イーサネットまたは FEXイーサネットインターフェイスの場合のみ）クラ
スタデバイスがCiscoApplication Centric Infrastructure（ACI）ファブリックに接
続されるリーフ上のイーサネットポート。FEXイーサネットメンバーを追加
する場合は、FEX IDと FEXポートの両方を次の形式で指定します。
FEX_ID/FEX_port

次に例を示します。

101/1/23

FEX IDは、クラスタデバイスがファブリックエクステンダにどこで接続する
かを指定します。

ethernet

（ポートチャネルまたは FEXポートチャネルインターフェイスの場合のみ）
クラスタデバイスが ACIファブリックに接続されるポートチャネル名。

port-channel

（バーチャルポートチャネルまたはFEXバーチャルポートチャネルインター
フェイスの場合のみ）クラスタデバイスがACIファブリックに接続されるバー
チャルポートチャネル名。

vpc

（ポートチャネル、FEXポートチャネル、バーチャルポートチャネル、また
は FEXバーチャルポートの場合のみ）ポートチャネルまたはバーチャルポー
トチャネルの形成に使用するスペース区切りリスト形式の FEX ID。

fex

クラスタデバイスがどこで接続するかのスペース区切りリスト内のリーフ ID。leaf

例：
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イーサネットインターフェイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-member)# interface ethernet 1/23 leaf 101
apic1(config-member)# exit

FEXイーサネットインターフェイスの場合は、次のように入力します。
apic1(config-member)# interface ethernet 101/1/23 leaf 101
apic1(config-member)# exit

ポートチャネルインターフェイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-member)# interface port-channel pc1 leaf 101
apic1(config-member)# exit

FEXポートチャネルインターフェイスの場合は、次のように入力します。
apic1(config-member)# interface port-channel pc1 leaf 101 fex 101
apic1(config-member)# exit

バーチャルポートチャネルインターフェイスの場合は、次のように入力します。

apic1(config-member)# interface vpc vpc1 leaf 101 102
apic1(config-member)# exit

FEXバーチャルポートチャネルインターフェイスの場合は、次のように入力します。
apic1(config-member)# interface vpc vpc1 leaf 101 102 fex 101 102
apic1(config-member)# exit

ステップ 8 メンバーに vNICを追加します。
vnic "vnic_name"

vNICの代わりにインターフェイスを追加する場合は、前のステップを参照してください。

説明パラメータ

クラスタデバイスの仮想マシンの vNICアダプタの名前。名前を二重引用符で
囲みます。

vnic

例：

apic1(config-member)# vnic "Network adapter 2"
apic1(config-member)# exit

ステップ 9 デバイスの作成が完了したら、コンフィギュレーションモードを終了します。

例：

apic1(config-cluster-interface)# exit
apic1(config-cluster)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# exit
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GUIを使用してレイヤ 7仮想 ASAデバイスにレイヤ 4で
のトランキングを有効化

次の手順では、GUIを使用したレイヤ 7仮想 ASAデバイスにレイヤ 4でのトランキングが有
効にします。

始める前に

• ASAデバイスの仮想レイヤ 7にレイヤ 4に設定した必須。

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants] > [All Tenants]の順に選択します。

ステップ 2 [Work]ペインで、テナントの名前をダブルクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ウィンドウで、Tenant tenant_name > Services > L4-L7 > Devices > device_nameを選択します。

ステップ 4 [Work]ウィンドウで、Trunking Portチェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

REST Apiを使用してレイヤ 7仮想 ASAデバイスにレイヤ
4でのトランキングを有効化

次の手順では、REST Apiを使用して、レイヤ 7仮想の ASAデバイスにレイヤ 4でのトランキ
ングを有効にする例を示します。

始める前に

• ASAデバイスの仮想レイヤ 7にレイヤ 4に設定した必須。

名前付きレイヤ 7デバイスにレイヤ 4でのトランキングを有効にする InsiemeCluster :
<polUni>

<fvTenant name="tenant1">
<vnsLDevVip name="InsiemeCluster" devtype=“VIRTUAL” trunking=“yes">

...

...
</vnsLDevVip>

</fvTenant>
</polUni>
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REST APIとともにインポートされたデバイスの使用
次の REST APIではインポートされたデバイスを使用します。
<polUni>
<fvTenant dn="uni/tn-tenant1" name="tenant1">
<vnsLDevIf ldev="uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1"/>
<vnsLDevCtx ctrctNameOrLbl="any" graphNameOrLbl="any" nodeNameOrLbl="any">
<vnsRsLDevCtxToLDev tDn="uni/tn-tenant1/lDevIf-[uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1]"/>

<vnsLIfCtx connNameOrLbl="inside">
<vnsRsLIfCtxToLIf

tDn="uni/tn-tenant1/lDevIf-[uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1]/lDevIfLIf-inside"/>
<fvSubnet ip="10.10.10.10/24"/>
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-tenant1/BD-tenant1BD1"/>

</vnsLIfCtx>
<vnsLIfCtx connNameOrLbl="outside">
<vnsRsLIfCtxToLIf

tDn="uni/tn-tenant1/lDevIf-[uni/tn-mgmt/lDevVip-ADCCluster1]/lDevIfLIf-outside"/>
<fvSubnet ip="70.70.70.70/24"/>
<vnsRsLIfCtxToBD tDn="uni/tn-tenant1/BD-tenant1BD4"/>

</vnsLIfCtx>
</vnsLDevCtx>

</fvTenant>
</polUni>

NX-OSスタイルの CLIを使用した別のテナントからのデ
バイスの作成

共有サービスのシナリオでは、別のテナントからデバイスをインポートできます。

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# configure

ステップ 2 テナントのコンフィギュレーションモードを開始します。

tenant tenant_name

例：

apic1(config)# tenant t1

ステップ 3 デバイスをインポートします。

l4l7 cluster import-from tenant_name device-cluster device_name

説明パラメータ

デバイスのインポート元のテナントの名前。import-from

指定したテナントからインポートするデバイスクラスタの名前。device-cluster
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例：

apic1(config-tenant)# l4l7 cluster import-from common device-cluster d1
apic1(config-import-from)# end

GUIを使用したデバイスのインポートの確認
GUIを使用して、デバイスが正常にインポートされたことを確認することができます。

ステップ 1 メニューバーで、[Tenants] > [All Tenants]の順に選択します。

ステップ 2 [Work]ペインで、テナントの名前をダブルクリックします。

ステップ 3 [Navigation]ウィンドウで、Tenant tenant_name > Services > L4-L7 > Imported Devices > device_nameを選択
します。

デバイス情報が [Work]ペインに表示されます。
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