
ファブリックの初期化とスイッチの検出

この章の内容は、次のとおりです。

•ファブリックの初期化（1ページ）
•スイッチの検出（3ページ）
•グレースフル挿抜 (GIR)モード（7ページ）

ファブリックの初期化

ファブリックの初期化について

スイッチを APICで管理されるように追加し、GUI、CLI、または APIを使用して手順を検証
することによってファブリックを構築できます。

ファブリックを構築するには、アウトオブバンドネットワーク経由でAPICクラスタを事前に
作成する必要があります。

（注）

トポロジの例

トポロジ例は次のとおりです。

• 2つのスパインスイッチ（spine1、spine2）

• 2つのリーフスイッチ（leaf1、leaf2）

• APICの 3つのインスタンス（APIC1、APIC2、APIC3）

次の図は、ファブリックトポロジの例を示します。
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図 1 :ファブリックトポロジの例

トポロジ接続の例

接続の詳細を含むトポロジ例は次のとおりです。

Connection Details名前

eth1/1 = apic1（eth2/1）

eth1/2 = apic2（eth2/1）

eth1/3 = apic3（eth2/1）

eth1/49 = spine1（eth5/1）

eth1/50 = spine2（eth5/2）

leaf1

eth1/1 = apic1（eth 2/2）

eth1/2 = apic2（eth 2/2）

eth1/3 = apic3（eth 2/2）

eth1/49 = spine2（eth5/1）

eth1/50 = spine1（eth5/2）

leaf2

eth5/1 = leaf1（eth1/49）

eth5/2 = leaf2（eth1/50）

spine1

eth5/1 = leaf2（eth1/49）

eth5/2 = leaf1（eth1/50）

spine2
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スイッチの検出

APICによるスイッチ検出
APICは、ACIファブリックの一部であるすべてのスイッチに対する自動プロビジョニングお
よび管理の中心となるポイントです。単一のデータセンターには、複数のACIファブリックを
組み込むことができます。各データセンターは、自身の APICクラスタとファブリックの一部
である Cisco Nexus 9000シリーズスイッチを持つことができます。スイッチが単一の APICク
ラスタによってのみ管理されるようにするには、各スイッチがファブリックを管理するその特

定の APICクラスタに登録される必要があります。

APICは、現在管理している任意のスイッチに直接接続されている新規スイッチを検出します。
クラスタ内の各APICインスタンスは、直接接続されているリーフスイッチのみを最初に検出
します。リーフスイッチが APICで登録されると、APICはリーフスイッチに直接接続されて
いるすべてのスパインスイッチを検出します。各スパインスイッチが登録されると、その

APICはそのスパインスイッチに接続されているすべてのリーフスイッチを検出します。この
カスケード化された検出により、APICは簡単なわずかな手順でファブリックトポロジ全体を
検出することができます。

APICクラスタによるスイッチ登録

スイッチを登録する前に、ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、適切な設

定で起動されていることを確認します。シャーシの設置については、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/
products-installation-guides-list.htmlを参照してください。

（注）

スイッチが APICで登録されると、そのスイッチは APICで管理されるファブリックインベン
トリの一部となります。アプリケーションセントリックインフラストラクチャファブリック

（ACIファブリック）を使用すると、APICはインフラストラクチャ内のスイッチのプロビジョ
ニング、管理、およびモニタリングのシングルポイントとなります。

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）
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GUIを使用した未登録スイッチの登録

インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネットワー
ク用の ACIファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

（注）

始める前に

ファブリック内のすべてのスイッチが物理的に接続され、起動されていることを確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Membership]をクリックします。
[Work]ペインの [Fabric Membership]テーブルで、単一のリーフスイッチが ID 0として表示さ
れます。それが APIC1に接続されているリーフスイッチです。

ステップ 3 リーフスイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、IDを設定します。

a) [ID]フィールドで、適切な IDを追加します（leaf1は ID 101、leaf 2は ID 102）。

IDは、100より大きい数である必要があります。最初の 100の IDはAPICアプライアンス
ノード用です。

b) [Switch Name]フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update]をクリックします。

IDが割り当てられた後は、更新できません。スイッチ名は、名前をダブルクリッ
クし、[Switch Name]フィールドを更新することによって更新できます。

（注）

IPアドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]ペインで、スイッチがポッドの下に表示
されます。

ステップ 4 1つ以上のスパインスイッチが表示されるまで [Work]ペインをモニタします。

ステップ 5 スパインスイッチの行をダブルクリックし、次の操作を実行して、IDを設定します。

a) [ID]フィールドで、適切な IDを追加します（spine1は ID 203、spine 2は ID 204）。

リーフノードとスパインノードには異なる数字をつけることをお勧めします。

たとえば、スパインの数字を 100の範囲、リーフの数字を 200の範囲とします。
（注）

b) [Switch Name]フィールドで、スイッチの名前を追加し、[Update]をクリックします。

IPアドレスがスイッチに割り当てられ、[Navigation]ペインで、スイッチがポッドの下に表示
されます。次の手順に進む前に、残りのすべてのスイッチが [Node Configurations]テーブルに
表示されるまで待機します。

ステップ 6 [Fabric Membership]テーブルにリストされる各スイッチに対し、次の手順を実行します。

a) スイッチをダブルクリックし、IDと名前を入力し、[Update]をクリックします。
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b) リストの次のスイッチに対して繰り返し行います。

APICからのスイッチ検出の検証とスイッチ管理
スイッチが APICで登録された後、APICはファブリックトポロジディスカバリを自動的に実
行し、ネットワーク全体のビューを取得し、ファブリックトポロジ内のすべてのスイッチを管

理します。

各スイッチは、個々にアクセスせずに、APICから設定、モニタ、およびアップグレードでき
ます。

GUIを使用した登録スイッチの検証

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Membership]を展開します。
ファブリック内のスイッチがノード IDとともに表示されます。[Work]ペインに、登録されて
いるすべてのスイッチが割り当てられた IPアドレスとともに表示されます。

ファブリックトポロジの検証

すべてのスイッチが APICクラスタに登録された後、APICはファブリック内のすべてのリン
クおよび接続を自動的に検出し、その結果トポロジ全体を検出します。

GUIを使用したファブリックトポロジの検証

手順

ステップ 1 メニューバーで、[FABRIC] > [INVENTORY]を選択します。

ステップ 2 [ナビゲーション]ペインで、[トポロジ]をクリックします。

表示されたサマリは、すべてのポッド、スイッチ、APICインスタンス、EPGの数量とヘルス
状態を示しています。

ステップ 3 [Work]ペインで、[TOPOLOGY]タブをクリックします。

ポッド間ネットワークのブロック図が表示される場合、希望のポッドの[ポッドの表示]をク
リックします。

表示された図は、すべての接続されたスイッチ、APICインスタンスおよびリンクを示します。
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ステップ 4 （任意）ヘルス、ステータス、インベントリ情報を表示するには、コンポーネント上にカーソ
ルを移動します。

ステップ 5 （任意）リーフスイッチまたはスパインスイッチのポートレベルの接続を表示するには、ト
ポロジ図のアイコンをダブルクリックします。

ステップ 6 （任意）トポロジ図を更新するには、[作業]ペインの左上隅にある アイコンをクリックし

ます。

VM管理でのアンマネージドスイッチの接続
VMコントローラ（vCenterなど）で管理されているホストはレイヤ 2スイッチを介してリー
フポートに接続できます。必要な唯一の前提条件は、レイヤ2スイッチを管理アドレスで設定
することです。この管理アドレスは、スイッチに接続されているポート上でLinkLayerDiscovery
Protocol（LLDP）または Cisco Discovery Protocol（CDP）によってアドバタイズされる必要が
あります。レイヤ 2スイッチは、APICによって自動的に検出され、管理アドレスで識別され
ます。次の図は、[Fabric]> [Inventory]ビューにアンマネージドスイッチを表示するAPICGUI
を示します。

図 2 : APICファブリックインベントリのアンマネージドレイヤ 2スイッチ
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グレースフル挿抜 (GIR)モード

グレースフル挿抜（GIR）モード
正常な挿入および削除 (登場させ)モードでは、またはメンテナンスモードでは、最小サービ
スの中断でネットワークからのスイッチを特定するためにできます。登場させモードでトラ

フィックの影響を与えずにリアルタイムのデバッグを実行することができます。

グレースフル挿抜を使用してスイッチを正常に取り出し、そのスイッチをネットワークから分

離して、デバッグ操作を実行することができます。スイッチは、最小限のトラフィックの中断

だけで、通常の転送パスから取り外されます。デバッグ操作の実行が終了したら、グレースフ

ル挿入を使用して、そのスイッチを完全な運用（通常）モードに戻すことができます。正常に

削除、外部のすべてのプロトコルが適切に電源を切るファブリックプロトコル (IS-IS)を除く
と、スイッチは、ネットワークから切り離します。メンテナンスモード時に、最大メトリック

は IS-IS内でアドバタイズ、 Cisco Application Centric Infrastructure ( Cisco ACI )ファブリックお
よびそのため、メンテナンスモード TORがスパインスイッチからのトラフィックをひく点さ
れません。さらに、前面パネルのすべてのインターフェイスは、スイッチファブリックイン

ターフェイスを除くでシャットダウンされます。グレースフルの挿入で、スイッチは自動的に

廃棄、再起動、および recommissioned。再稼働が完了したら、外部のすべてのプロトコルを復
元し、IS-ISで最大のメトリックは 10分後にリセットされます。

次のプロトコルがサポートされています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）

• Open Shortest Path First（OSPF）

•リンク集約制御プロトコル（LACP）

特記事項

•アップグレードまたはダウングレードメンテナンスモードでスイッチがサポートされて
いません。

•イーサネットポートモジュールでは、インターフェイスを増殖停止、スイッチは、メン
テナンスモードでは、通知に関連します。その結果、リモートスイッチを再起動するか、

またはこの時間中にファブリックリンクかを調べますは、ファブリックリンクはありま

せん確立した後で、スイッチがリブート手動でない限り (を使用して、 acidiagタッチク
リーン コマンド)、廃棄、および recommissioned。

•複数のポッドの 再配布されたルートのメトリックを IS-IS 63未満に設定する必要があり
ます。設定を 再配布されたルートのメトリックを IS-IS 、選択 ファブリック > ファブ
リックポリシー > ポッドポリシー > IS-ISポリシー 。
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•既存の登場させには、すべてのレイヤ3トラフィック迂回がサポートされています。LACP
でレイヤ 2のすべてのトラフィックは、冗長ノードを迂回も。ノードは、メンテナンス
モードに入ります、されるとすぐに、ノードで実行されているLACPは、不要になった集
約できるようにポートチャネルの一部としてネイバーを通知します。すべてのトラフィッ

クは vPCピアノードを迂回します。

•登場させアップグレードの Cisco Application Policy Infrastructure Controller ( Cisco APIC )-接
続のリーフスイッチは、さまざまなメンテナンスグループに配置する必要がありますよ

うに、 Cisco APIC -接続のリーフスイッチがアップグレードされた 1つずつを取得しま
す。

GUIを使用してスイッチをメンテナンスモードに移行する
GUIを使用してスイッチをメンテナンスモードに移行するには、次の手順を使用します。ス
イッチがメンテナンスモードに移行していても、アウトオブバンド管理インターフェイスは以

前動作しており、アクセスが可能です。

手順

ステップ 1 メニューバーで、 Fabric > Inventoryを選択します。

ステップ 2 ナビゲーションウィンドウで、Fabric Membershipをクリックします。

ステップ 3 作業ウィンドウで、 Actions >Maintenance (GIR)をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

安全に移行したスイッチでは、Debug Modeというメッセージが Statusコラムに表示されま
す。

CLIを使用してメンテナンスモードにスイッチを移行する
CLIを使用してメンテナンスモードにスイッチを移行するには、次の手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

メンテナンスモードにスイッチを移行

します。

[no]debug-switch node_id or node_nameステップ 1

REST APIを使用して、メンテナンスモードにスイッチを削除
REST APIを使用して、メンテナンスモードにスイッチを削除するのにには、次の手順を使用
します。
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手順

メンテナンスモードにスイッチを削除します。

例：

POST
https://<IP address>/api/node/mo/uni/fabric/outofsvc
<fabricOOServicePol descr="" dn="" name="default" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="">

<fabricRsDecommissionNode debug="yes" dn=""
removeFromController="no" tDn="topology/pod-1/node-102"/>

</fabricOOServicePol>

GUIを使用してスイッチを挿入し、動作モードにする
GUIを使用してスイッチを挿入し、動作モードにするには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 メニューバーで、Fabric > Inventoryを選択します。

ステップ 2 ナビゲーションウィンドウで、Fabric Membershipをクリックします。

ステップ 3 作業ウィンドウで、Actions > Commissionをクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

CLIを使用して操作モードにスイッチを挿入する
この手順を使って、スイッチを CLIを使用している動作モードに挿入します。

手順

目的コマンドまたはアクション

動作モードにスイッチを挿入します。[no]no debug-switch node_id or
node_name

ステップ 1

REST APIを使用した操作モードへのスイッチの挿入
REST APIを使用して操作モードにスイッチを挿入するには、次の手順を使用します。

手順

操作モードにスイッチを挿入します。
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例：

POST
https://1<IP address>/api/node/mo/uni/fabric/outofsvc.xml

<fabricOOServicePol descr="" dn="" name="default" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="">
<fabricRsDecommissionNode debug="yes" dn=""

removeFromController="no" tDn="topology/pod-1/node-102" status="deleted"/>
</fabricOOServicePol>
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