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 （ii ページ）
• 関連資料 （iv ページ）
• マニュアルに関するフィードバック （v 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、現行リリースに至るまでにガイドの編成と特徴に加えられた主な変更点の概要を示
しています。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 APIC リリース 4.0(1) の新機能と変更された動作

機能または変更

説明

参照先

アドバタイズ ホスト ルートの 境界リーフでアドバタイズす 外部ネットワークへのルー
設定
るホスト ルートの設定のサ
テッド接続
ポート
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機能または変更

説明

参照先

VRF ごとのデータプレーン IP VRF でデータプレーンを通じ VRF ごとのデータプレーン IP
ラーニングを無効化
た IP ラーニングを無効化でき ラーニング
るようにします。
リモート リーフ：WAN 帯域
幅の使用率を改善し、ACI の
主要 DC の依存関係を低下さ
せます。

主要データセンターに到達で リモート リーフ スイッチ
きない場合にデータ パスを維
持します。サービスで使用さ
れている WAN 帯域幅を削減
します。

新しい QoS クラスのレベル

QoS で、グローバル ポリ
L3Outs の QoS
シー、EPG、L3out、カスタム
QoS、および契約で設定された
新しいレベル 4、5、6 をサ
ポートするようになりまし
た。

ファブリック RP

ファブリック内のリーフのい ランデブー ポイントについて
ずれかで、RP を設定できるよ
うにします。これは、
Inter-VRF マルチキャストをサ
ポートするために必要です。

Inter-VRF マルチキャスト

Inter-VRF マルチキャストは、 Inter-VRF マルチキャストにつ
受信側 VRF のマルチキャスト いて
ルートでのリバース パス フォ
ワーディング（RPF）ルック
アップを、送信元 VRF で実行
できるようにします。

QoS クラスの設定またはカス QoS クラスを設定したり、
L3Outs の QoS
タマイズ可能な QoS ポリシー L3Out インターフェイスに適
の作成
用するカスタム QoS ポリシー
を作成できるようになりまし
た。

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。
表記法

説明

bold

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。
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表記法

説明

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲ん
で示しています。

[x | y]

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、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコ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。角カッコ内の波カッコと縦棒は、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。

variable

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。

string

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。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォ
ントで示しています。

太字の 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 screen フォン
トで示しています。

イタリック体の screen フォン ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォント
ト
で示しています。
<>

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。

!、#

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。
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（注）

「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。

注意

「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。

警告

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。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。
これらの注意事項を保存しておいてください。

関連資料
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のマニュアル
次のガイドでは、APIC のドキュメントを提供します。
• 『Cisco APIC Getting Started Guide』
• 『Cisco APIC Basic Configuration Guide』
• Cisco ACI の基礎
• Cisco APIC レイヤ 2 ネットワーク設定ガイド
• Cisco APIC Layer 3 ネットワーキング設定ガイド
• 『Cisco APIC NX-OS Style Command-Line Interface Configuration Guide』
• Cisco APIC REST API 設定ガイド
• 『Cisco APIC レイヤ 4 ～ レイヤ 7 サービス導入ガイド』
• 『Cisco ACI Virtualization Guide』
• Cisco アプリケーション セントリック インフラストラクチャ：ベスト プラクティス ガイ
ド
これらすべてのドキュメントは、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
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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）のマニュアル
ACI の各種マニュアルは、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
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
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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