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1. 概要
1-1. 技術的背景
データセンター(DC)の容量拡張、ディザスタリカバリ、および様々な領域でのサービスのバックアップに関するお客様の要件を満たすため
に、コントローラは、管理オブジェクトを従来の単一ファブリックから様々な領域の複数のファブリックに拡張しました。 これにより、従来の物
理的な距離の制約がなくなり、DC のサービス範囲が拡大します。 また、お客様は、様々な物理ファブリックに分散されたネットワークリソ
ースを接続および共有して、リソースの効率と柔軟性を向上させることができます。 マルチファブリックソリューションは、クロスファブリッククラ
スタ展開、クロスファブリック VM 展開、ネットワークレベルのプライマリ/バックアップディザスタリカバリなどのサービスシナリオに適用されます。

1-2. コンセプト
ED（エッジデバイス）
ED は、ファブリックを接続するエッジデバイスを指します。
ファブリック
ファブリックとは、Spine デバイス、Leaf デバイス、外部ゲートウェイなどのネットワークデバイスの完全なスイートを管理するネットワーク
を指します。 ファブリック内のすべてのデバイスは、相互に到達可能です。
ファブリック接続
ファブリック接続とは、ファブリック間に設定された接続を指します。 コントローラは、ED を介して BGP ピア設定を展開し、ファブリックを
接続します。
図 1. マルチファブリックトポロジ

図 2 は、コントローラーによって抽象化された仮想ネットワーク要素(NEs)を示しています。
Tenant: テナント。
vRouter: 仮想デバイスに分散された論理 L3 ゲートウェイ/ネットワーク。
Subnet: L3 サブネットに対応する IPv4 または IPv6 アドレスブロック。
vPort: 仮想または論理的なスイッチポート。
図 2. vRouter モデル
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ボーダーゲートウェイ
ボーダーゲートウェイは、DC 内の NE が外部ネットワークにアクセスするときに使用されます。 ボーダーゲートウェイには、ゲートウェイメン
バーが含まれます。 各ゲートウェイメンバーは、デバイスグループに対応します。 異なるボーダーゲートウェイのメンバーは、同じデバイス
グループにすることができます。
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1-3. アプリケーションシナリオ
ネットワーク規模の最適化、サービスの拡張、およびサービスのディザスタリカバリとバックアップを考慮して、顧客は通常、物理ネットワーク
を複数のサブエリアに分割して、マルチファブリックネットワークを構築します。 その後、単一のコントローラークラスターを介してこれらのファブ
リックを管理できます。 一般的なマルチファブリックシナリオには、次のものがあります:
複数サブエリアを持つ単一 DC
単一 DC の場合、顧客はサービスの計画や開発に適応するために容量を拡張する必要があり、したがってマルチファブリックトポロジに
基づいて物理ネットワークを構築する必要があります。
例えば、顧客には財務部門と技術部門があります。 金融システムのセキュリティのために、金融システムは物理的および論理的に別
のサブエリアに展開する必要があります。 これには、単一 DC と複数サブエリアを含むマルチファブリックネットワークが必要です。
同一都市の複数 DC
アクティブ-アクティブ DC および DC バックアップの要件を満たすには、マルチファブリックトポロジに基づいて DC 間物理ネットワークを構
築します。
例えば、顧客はコアサービスシステムの信頼性に対する高い要件を提起します。 要件を満たすには、同じ都市にアクティブ-アクティブ
DC を展開し、両方の DC にコアサービスを展開して、DC の故障時にサービスの継続性を確保します。

1-4. 利点
簡単な拡張
顧客はすでに DC を持っています。 サービス拡張の要件を満たすために、お客様は元の DC のネットワークトポロジを変更せずに別の
DC を構築できます。 2 つの DC には、それぞれ Spine デバイス、Leaf デバイス、およびゲートウェイがあります。 2 つの DC は、マル
チファブリックソリューションに接続できます。
統合管理
購入コストを節約するために、複数ファブリックが単一のコントローラークラスターを介して管理されます。 リソース、デバイス、およびテナ
ントは一律に管理されます。
リソース共有
複数ファブリックのリソースが接続され、ニーズに基づいて使用されます。 ネットワーク容量は、ファブリックレベルまたはデバイスレベルで
拡張できます。
ドメイン分離の障害
2 つのラックまたは 2 つの DC が互いに離れて配置されているネットワークでは、すべての Leaf デバイスと Spine デバイスをフルメッシ
ュモードで接続できるわけではありません。 マルチファブリックソリューションを使用すると、障害のあるドメインをファブリック内で分離して、
問題の特定とトラブルシューティングを容易にすることができます。
プライマリ/セカンダリ出力
プライマリ/セカンダリ出力は、vRouter レベルで実装できます。 プライマリ出力に障害が発生すると、サービスは自動的にセカンダリ出
力に切り替わり、発信トラフィックの信頼性を確保します。
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1-5. アーキテクチャ
図 3. マルチファブリックソリューションのアーキテクチャ

マルチファブリックソリューションは、EVPN テクノロジーを使用して DC のオーバーレイネットワークを構築します。 ネットワークデバイスを
IMC-PLAT と調整することにより、ユーザーは数回クリックするだけで基本ネットワークの自動展開を完了し、自動化手順を表示し、物
理ネットワークと仮想ネットワークを維持/監視できます。 ファブリックのオーバーレイ構成は、コントローラークラスターによって展開されま
す。 ファブリックは、L2/L3 接続を実装するために、L2 で VXLAN トンネルを介して接続されます。 VPCs とサブネットはファブリック全体
に展開でき、ネットワークリソースプールは均一に管理できます。 複数ファブリックが EVI2.0 を介して接続されています。 自動オーバーレ
イ展開は、EVI2.0 を介してファブリック全体に実装できます。
コントローラは、プライマリ/セカンダリボーダーゲートウェイを介して複数の出力を提供します。 この機能により、プライマリ出力に障害が発
生したときに、サービスをセカンダリ出力に切り替えることができます。 または、複数ファブリックの発信トラフィックを単一ファブリックの出力を
介して送信することもできます。 お客様は、必要に応じて出力モードを選択できます。
クラスターは、お客様の要件を満たすために、ファブリック内またはファブリック間で展開できます。
HPE Neutron プラグインは、ネイティブ OpenStack および OpenStack ベースの第三者のクラウドプラットフォームを含むクラウドプラッ
トフォームにファブリックネットワークデバイスを接続するために使用されます。
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2. 主な機能
2-1. クロスファブリック展開とテナントネットワーク/サブネットの接続
図 4. テナントネットワーク/サブネットのクロスファブリック展開と接続

サブネット内のクロスファブリック L2 接続
異なるファブリックの VM が同じサブネットに属している場合、VM が vPort を介して接続された後、コントローラーは、それぞれのファブ
リックのデフォルト ED を介して L2 接続関連のパラメーターを展開します。 例えば、vPort(1)と vPort(2)は同じサブネットに属して
います。 vPort(1)が fabric(1)でオンラインになり、vPort(2)が fabric(2)でオンラインになった後、コントローラーは、それぞれのファ
ブリックのデフォルト ED を介して L2 接続関連のパラメーターを展開します。
vRouter 内の異なるサブネットのクロスファブリック L3 接続
vPort(1)が fabric(1)でオンラインになり、vPort(3)が fabric(2)でオンラインになると、コントローラーは vPort(1)と vPort(3)が
同じ vRouter に属しているかどうかを識別します。 そうである場合、コントローラは、それぞれのファブリックのデフォルト ED を介して
L3 接続関連のパラメータを展開します。
異なる vRouter のクロスファブリック L3 接続
vRouter(1)の vPort(1)が fabric(1)でオンラインになり、vRouter(2)の vPort(4)が fabric(2)でオンラインになる場合、コント
ローラーは最初に vPort をオンボードする必要があります。 コントローラで vRouter(1)と vRouter(2)の間に仮想ルータリンクを設
定すると、コントローラは、それぞれのファブリックのデフォルト ED を介して L3 接続関連パラメータと仮想ルータリンク関連パラメータを
展開します。
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2-2. 出力モード
2-2-1. シングル出力
図 5. シングル出力を備えたマルチファブリックトポロジ

fabric(1)の vRouter(1)は、fabric(1)のボーダー出力を使用して構成できます。 Fabric(2)の vRouter(2)は、fabric(1)のボー
ダー出力を使用して構成できます。
さまざまなファブリックが ED を介して接続されています。 各ファブリックには、独立した Spine-Leaf スイッチネットワークが導入されていま
す。 コントローラは任意のファブリックに導入して、管理ネットワークを介してファブリック内のネットワークデバイスを接続および管理できま
す。 2 つのファブリックのボーダーゲートウェイとファイアウォールは、左側の fabric(1)に均一に配置されています。
アンダーレイネットワークでは、OSPF などのルーティングプロトコルが各ファブリックに展開され、ファブリック内のネットワークデバイスのループ
バックアドレスに ping を実行できるようにします。 ファブリック間では、ネットワークデバイスのループバックアドレスルートが DCI トンネルを
介して送信されます。 分散 VXLAN ゲートウェイが展開されている VXLAN オーバーレイネットワークでは、East/West ゲートウェイがロ
ーカルファブリックのリーフスイッチに展開され、North/South ボーダーゲートウェイとファイアウォールがファブリックに均一に展開されます(例
えば図 5 の fabric(1))。
さまざまなファブリックがエンドツーエンドの VXLAN トンネルを介して L2 に接続されています。 EVPN は、各ファブリックおよびファブリック間
に展開され、エンドツーエンドの VXLAN トンネルが L2 接続サービスを伝送できるようにします。 各ファブリックで使用される技術アーキテ
クチャは、ファブリック間で使用されるものと同じです。 したがって、ED は、ルーティングプロトコルを介してファブリック間のルーティング情報を
同期できます。 ED は、ファブリック間のオーバーレイルートを同期します。 ED は、ローカルファブリックおよびそのリモート ED の RR との
BGP ネイバー関係で設定する必要があります。 通常、ローカルファブリック内の ED と RR の間のネイバー関係は、IBGP に基づいてお
り、ED とそのリモート ED の間のネイバー関係は EBGP に基づいています。
分散 VXLAN ゲートウェイが展開されている場合、L3 の East/West アクセストラフィックの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスが同じ
ファブリックに属し、トラフィックをファイアウォールでフィルタリングする必要がない場合、ファブリック内の分散ゲートウェイは他のファブリックを
通過せずに L3 でトラフィック転送します。 North/South アクセストラフィックの場合、トラフィックをファイアウォールでフィルタリングする必
要がある場合は、トラフィックを単一ボーダーゲートウェイ/サービスリーフデバイスとファイアウォールに転送する必要があります。 図 5 では、
fabric(2)の North/South アクセストラフィックを左側の fabric(1)に転送する必要があります。
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2-2-2. プライマリ/セカンダリ出力
図 6. プライマリ/セカンダリ出力を備えたマルチファブリックトポロジ

プライマリ/セカンダリ出力モードとシングル出力モードの主な違いは、ボーダーゲートウェイとファイアウォールが 2 つのファブリックに別々に展
開されていることです。 2 つの出力は、プライマリ/バックアップモードで動作して、サービスの高可用性を実装します。
コントローラでボーダーゲートウェイを設定する場合は、各ボーダーゲートウェイに 2 つのメンバーを追加し、優先順位の異なるルートを展
開して、使用する出力を決定します。 優先度の高い出力がプライマリ出力であり、優先度の低い出力がセカンダリ出力です。 具体的に
は、fabric(2)のバックアップボーダーデバイスに AS_PATH 関連のポリシーベースルーティングを展開し、AS_PATH 値を増やして優先
度を下げ、VPN でルーティングポリシーを参照します。 次に、バックアップボーダーデバイスのルートプリファレンスは、fabric(1)のプライマリ
ボーダーデバイスのルートプリファレンスよりも低くなります。 fabric(1)のボーダーデバイスから学習したルートプリファレンスは、ピア ED から
受信したルートプリファレンスよりも高いため、fabric(1)のボーダーデバイスから学習したルートが最終的に有効になります。
fabric(1)の出力は、vRouter(1)のプライマリ出力として使用されます。 プライマリ出力に障害が発生すると、トラフィックは fabric(2)
のセカンダリ出力に自動的に切り替わり、サービスの高い信頼性と継続性が確保されます。 具体的には、アップリンクポートとダウンリンク
ポートをボーダーデバイスのモニタリンクグループに割り当て、アップリンクポートとダウンリンクポートをファイアウォールのインターフェイスコラボレ
ーショングループに割り当てます。 プライマリリンクに障害が発生すると、通常、サービスはバックアップリンクに切り替えられます。
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2-2-3. クロスファブリック出力
図 7. クロスファブリック出力を備えたマルチファブリックトポロジ

fabric(1)の vRouter(1)は、fabric(1)のボーダーゲートウェイを使用して設定できます。 fabric(1)の vRouter(2)は、fabric(2)の
ボーダーゲートウェイを使用して設定できます。
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2-2-4. マルチサービスオーバーレイのクロスファブリックにおけるプライマリ/セカンダリ出力
図 8. クロスファブリックのプライマリ/セカンダリ出力をオーバーレイするマルチサービス出力

Tenant(1)の Service(A)のプライマリ出力は、ファイアウォールとインターネットを介したプライマリ/セカンダリ出力、ファイアウォールを介し
た DCN 出力、および直接 BN 出力を含む fabric(1)の 3 つの出力です。 fabric(1)のボーダーデバイスに障害が発生すると、サービ
スは fabric(2)の 3 つのセカンダリ出力に自動的に切り替わります。
Tenant(2)の Service(B)のプライマリ出力は、ファイアウォールとインターネットを介したプライマリ/セカンダリ出力、ファイアウォールを介し
た DCN 出力、および直接 BN 出力を含む fabric(2)の 3 つの出力です。 fabric(2)のボーダーデバイスに障害が発生すると、サービ
スは fabric(1)の 3 つの出口に自動的に切り替わります。
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2-3. マルチファブリックコントローラークラスターの 2+1 展開
2-3-1. クラスター展開
ディザスタリカバリとバックアップをサポートするには、ベストプラクティスとして、クラスターのコントローラーを異なるファブリックに展開し、サーバ
ーをバックアップノードとして予約します(図 9 の controller(4))。 クラスタが正常に動作している場合、バックアップノードの電源を入れ
る必要はありません。 クラスター内の複数のサーバーに障害が発生してクラスター障害が発生した場合、バックアップノードはクラスターに
参加して、手動で電源をオンにした後、サービスを迅速に回復できます。
図 9. ディザスタリカバリネットワーク

2-3-2. クラスターのディザスタリカバリ
2-3-2-1. 単一ノード障害
図 10. 単一ノード障害

図 10 に示すように、単一ノード障害が発生しても、クラスター全体は影響を受けず、正常に動作できます。 ユーザーは、クラスター全体
の処理パフォーマンスに影響を与えないように、controller(3)または controller(3)に接続しているネットワークをすぐに修復する必要
があります。 controller(3)が修復されると、自動的にクラスターに参加し、クラスターからの最新のサービスデータを同期して、クラスター
全体のサービスデータの一貫性を確保できます。

2-3-2-2. ファブリック間のネットワーク障害
図 11. ファブリック間のネットワーク障害

ファブリック間のネットワークに障害が発生した場合、fabric(1)のコントローラシステムは、controller(3)がオフラインであると見なしま
す。 クラスタ全体が正常に動作し、影響を受けません。 controller(3)は、クラスターを離れてスタンドアロンモードで動作していると見な
し、ユーザーがログインしてその構成を表示できるようにします。 ただし、controller(3)では、ユーザーがデバイスを構成することはできま
せん。 そうしないと構成が競合します。 ユーザーは、controller(3)がクラスターに再び参加できるようにし、クラスターシステム全体の処
理パフォーマンスに影響を与えないように、ファブリック間のネットワークをすぐに修復する必要があります。
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2-3-2-3. デュアルノード障害
図 12. デュアルノード障害

3 つのリーダーノードを含むクラスターでは、そのうちの 2 つに障害が発生すると、クラスター内のノードの半分以上に障害が発生します。
この場合、クラスタは正常に動作できません。 ユーザーはすぐに障害を解決する必要があります。 クラスタでは、controller(3)のみがロ
グインできます。 controller(3)は緊急モードに切り替わり、読み取り専用機能を提供して、ユーザーが構成データを表示および復元で
きるようにします。
図 13. デュアルノード障害回復ワークフロー
4. 元の controller(1)
または controller(2)を
復元して、クラスターを復
元します。

3. controller(3)のインス
トーラーページにログインし、
スタンバイ controller(4)を
システムに追加します。

1. controller(3)がス
タンドアロンおよび読み
取り専用ステータスに切
り替わります。

2. 電源を入れてスタン
バイ controller(4)を
起動します。

図 13 は、デュアルノード障害が発生した場合のディザスタリカバリワークフローを示しています。
1. controller(1)と controller(2)が同時に故障すると、controller(3)は、2 つのピアコントローラーが故障したことを検出し、自動
的に緊急モードに切り替わります。 このモードでは、controller(3)を使用すると、ユーザーは構成データを表示できますが、構成の
不整合を回避するために構成を展開することはできません。
2. 電源を入れ、スタンバイ・コントローラーを始動します(スタンバイ・コントローラーにインストーラーがインストールされていることを確認し
てください)。 これにより、スタンバイコントローラが controller(1)としてクラスタに参加します。 そのため、スタンバイコントローラの IP
アドレス、ホスト名、および NIC 名は、controller(1)のものと一致している必要があります。
3. controller(3)のインストーラーにログインして、障害のあるノードを回復します。 リカバリ中は、controller(1)と controller(2)の
電源がオフになっているか、ネットワークから切断されていることを確認してください。 これにより、障害のあるコントローラーがクラスター
に接続するのを防ぎ、ネットワークフラッピングによる影響を回避します。
4. システムを復旧する前に、正常な controller(3)にログインして、構成データを表示します。 ユーザーはインストーラーにログインして
システムを回復できます。 スタンバイコントローラがクラスタに参加した後、クラスタは使用可能なステータスに回復し、通常は設定を
展開できます。 クラスタが正常になった後、ユーザーは元の物理サーバーを修復および回復できます。 障害のある controller(2)
を交換するために新しい物理サーバーを使用する場合は、インストーラーにログインして修復します。 元の controller(2)のファイ
ル・システムをリカバリーしてコントローラーを始動できる場合、コントローラーは、電源を入れて始動した後、クラスターに自動的に参
加できます。 その後、クラスターはノーマル状態に回復し、3 つのリーダーノードが正常に動作します。
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2-4. EVI2.0:マルチファブリック接続技術
EVI2.0 は、EVPN を使用して VXLAN マルチファブリック接続を実現します。 EVPN(イーサネット仮想プライベートネットワーク)は、
MP-BGP を使用してコントロールプレーンで EVPN ルーティング情報をアドバタイズし、VXLAN カプセル化を使用してデータプレーンでパ
ケットを転送する L2VPN テクノロジーです。 新しい後述するアドレスファミリーである EVPN アドレスファミリーは、L2VPN アドレスファミリ
ーの下の MP-BGP に基づいて定義され、5 種類の EVPN ネットワーク層到達可能性情報(NLRI)が追加されます。 VTEP は、MPBGP によってアドバタイズされた EVPN ルーティング情報を介してリモート VTEP を自動的に検出し、リモート VTEP を使用して
VXLAN トンネルを作成します。

2-4-1. EVI2.0 ネットワーク 1:シングルホップ VXLAN トンネルを介した VXLAN マルチファブリック接続
図 14 に示すように、複数ファブリックが EVPN を使用して VXLAN トンネルを作成し、ルーティングテーブルに基づいてトラフィックを転送
します。 EVI-ED は、VXLAN DC 内の Spine デバイスに接続されて IBGP ネイバー関係を確立し、リモート EVI-ED に接続されて
EBGP ネイバー関係を確立します。 ルートを EBGP ネイバーにアドバタイズする場合、EVI-ED はルートのネクストホップを変更しませ
ん。 EVI-ED は、異なる DC の Leaf ノード間にシングルホップ VXLAN トンネルを作成します。 ただし、EVI-ED はそれらの間に
VXLAN トンネルを作成しません。
シングル VXLAN トンネルモードでは、ノードは手動でのみ展開でき、コントローラーによって自動的に展開することはできません。
図 14. シングルホップ VXLAN トンネルネットワーク
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2-4-2. EVI2.0 ネットワーク 2:マルチホップ VXLAN トンネルを介した VXLAN マルチファブリック接続
図 15 に示すように、複数ファブリックが EVPN を使用して VXLAN トンネルを作成し、ルーティングテーブルに基づいてトラフィックを転送
します。 EVI-ED は、その VXLAN DC の Spine-RR に接続され、IBGP ネイバー関係を確立します。 RR へのルートをアドバタイズす
る場合、EVI-ED はネクストホップをローカルアドレスに変更します。 EVI-ED は、リモート EVI-ED との EBGP ネイバー関係を確立しま
す。 リモート EVI-ED へのルートをアドバタイズする場合、EVI-ED はルータ MAC をローカル MAC アドレスに変更します。 ファーストホ
ップ VXLAN トンネルは Leaf デバイスと EVI-ED の間に作成され、セカンドホップ VXLAN トンネルは EVI-ED の間に作成され、サー
ドホップトンネルは他の EVI-ED と Leaf デバイスの間に作成されます。
図 15. マルチホップ VXLAN トンネルネットワーク

コントローラは、オーバーレイ構成をクロスファブリック ED デバイスに自動的に展開できます。
このソリューションでは、マルチホップ VXLAN トンネルネットワークを推奨しています。 表 1 は、シングルホップ VXLAN トンネルネットワー
クに対する利点を示しています。
表 1. 比較の詳細
インデックス

シングルホップネットワーク

マルチホップネットワーク

VXLAN トンネル数に関する要件

高（Leaf デバイスは、極端な環境では
DC 間でフルメッシュ接続されます）

低（Leaf デバイスはローカル DC でフ
ルメッシュモード接続されています）

VXLAN 計画要件

VXLAN は、さまざまな DC に対して一
律に計画されています

必要ありません。 VXLAN は、DC 用
に個別に計画できます

ネットワーク規模

小規模、中規模

大規模

管理ドメインと障害ドメインの分離のサポート

非対応

対応

技術的な複雑さ

低い

比較的高い
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2-5. クロスファブリックサービスチェーン
図 16. クロスファブリックサービスチェーン

データパケットは、従来のネットワークで送信される場合、異なるサービスノードを通過する必要があります。
これにより、ネットワークは、設計要件に従って、安全で迅速かつ安定したネットワークサービスをユーザーに提供します。 ネットワークトラフ
ィックは、サービスロジックに必要な事前設定された順序に従って、これらのサービスノード(通常、ファイアウォール、ロードバランサー、サード
パーティのセキュリティデバイスなどのセキュリティデバイス)を通過します。 このワークフローはサービスチェーンを構成します。
IMC Orchestrator SDN ネットワークでは、オーバーレイネットワークはアンダーレイネットワークから分離されており、オーバーレイネットワ
ークはアンダーレイネットワークによって伝送されます。 コントローラは、トラフィックをガイドしてサービスノードを通過させ、トラフィックをこれら
のサービスノードに柔軟、便利、効率的、かつ安全な方法で転送できます。 プロセス全体はネットワークトポロジとは無関係であり、SDN
で定義されたオーバーレイネットワークのサービス機能チェーンを構成します。
展開方法によると、クロスファブリックサービスチェーンには次のタイプが含まれます:
サービスチェーンのセキュリティノードは 1 つのファブリックにあります。 DC/ファブリックサービスチェーンが 1 つだけ選択されています。 サー
ビスチェーン上のトラフィックは、次のようにマークされて転送されます:
a. ローカルの Service-leaf デバイスは、トラフィックを分類し、サービスチェーンラベルをトラフィックに付加し、ネクストホップを指定しま
す。
b. ED ノードは DCI トラフィックを転送します。
さらに、ED はプロキシ転送ノードとして機能できます。 プロキシ転送ノードは、トラフィック内のサービスチェーンラベルを識別し、トラフィ
ックのネクストホップを指定できます。 たとえば、送信元シグニチャグループとサービスチェーンが同じ DC にある場合、リバースサービスチ
ェーンはプロキシ転送ノードをサポートして、トラフィック内のサービスチェーンラベルを識別し、サービスチェーンラベルに注釈を付け、ネク
ストホップを指定する必要があります。
サービスチェーンのセキュリティノードは、2 つの DC/ファブリックにあります。 サービスチェーン上のトラフィックは、次のようにマークされて転
送されます:
a. ローカルの Service-leaf デバイスは、トラフィックを分類し、サービスチェーンラベルをトラフィックに付加し、ネクストホップを指定しま
す。
b. ED ノードは DCI トラフィックを転送します。 さらに、ED はプロキシ転送ノードとして機能できます。 プロキシ転送ノードは、トラフィッ
ク内のサービスチェーンラベルを識別し、トラフィックのネクストホップを指定できます。
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3. マルチファブリックソリューションの一般的なトポロジ
3-1. 典型的なマルチファブリックトポロジ
コントローラのセットが複数ファブリックを管理します。 これらのファブリックのオーバーレイ構成は、一連のコントローラーによって均一に展開
されます。 トポロジは、クロス DC サービスクラスタとリソースの拡張に適用されます。 テナントネットワーク/サブネットは、ファブリック間で展
開および接続できます。 シングル出力モードとプライマリ/セカンダリ出力モードは、vRouter レベルで実装できます。 ファブリックは
EVI2.0 を介して接続されます。
図 17. 典型的なマルチファブリックトポロジ

(end)
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