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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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（注）

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。

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

論理デバイスの定義
2

論理デバイスの定義
具象デバイスについて

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。

（注）

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には、context aware パラ
メータは使用しません。context aware パラメータには single context というデフォルト値があ
りますが、これは無視されます。
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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

[Work] ペインで、[Actions] > [Create L4-L7 Devices] の順に選択します。

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。
名前

説明

[Managed] チェックボックス

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。

[Name] フィールド

デバイスの名前を入力します。

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

デバイス タイプを選択します。

[Physical Domain] ドロップダ 物理ドメインまたは VMM ドメインを選択します。
ウン リストまたは [VMM
Domain] ドロップダウン リス
ト
スイッチング モード
（Cisco ACI Virtual Edgeのみ）

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。

View ラジオボタンを表示しま 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。
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
Device Package ドロップダウ （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
ン リスト
選択します。
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名前

説明

Model ドロップダウン リスト （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。
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。
名前

説明

[APIC to Device Management
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
Connectivity] オプション ボタ 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
ン
るときは [In-Band] を選択します。
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。
名前

説明

[User Name] フィールド

ユーザ名を入力します。

[Password] フィールド

パスワードを入力します。

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

説明

[Management IP Address] フィールド

（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 Port] フィールドとドロップダウン リ （管理対象デバイスの場合のみ）管理ポートを入力
スト
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。

ステップ 9

[VM] 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。

[Chassis] 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。

[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。
名前

説明

[Name] ドロップダウン リスト

インターフェイス名を選択します。

[VNIC] 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。
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名前

説明

[Path] ドロップダウン リスト

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。

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)
ステップ 16

[Update] をクリックします。

[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。

（注）

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。
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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]

パラメータ

説明

name

デバイス クラスタの名前。

type

デバイス クラスタのタイプ。値は次のとおりです。
• virtual
• physical

vlan-domain

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。

switching-mode

（オプション）次のいずれかのモードを選択します。

（Cisco ACI Virtual Edgeの
み）

機能

• 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：VMware DVS 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。
（任意）機能タイプ。値は次のとおりです。
• go-to
• go-through
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パラメータ

説明

service

（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

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]

パラメータ

説明

vcenter

（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。

vm

（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。

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]

パラメータ

説明

vlan

（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。

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
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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

パラメータ

説明

デバイス

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。

device-interface

クラスタ デバイス上のインターフェイスの名前。

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。
パラメータ

説明

ethernet

（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Cisco Application 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。
port-channel

（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。

vpc

（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。

fex

（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。

leaf

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。

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。
パラメータ

説明

vnic

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。

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 ナビゲーション ペインで、次のように選択します。 テナント tenant_name > サービス > L4 L7 > デバ
イス > device_name 。
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 [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

パラメータ

説明

import-from

デバイスのインポート元のテナントの名前。

device-cluster

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。
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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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