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1. 概要 

1-1. 技術的背景 

クラウド、ネットワーク、エンドポイントで構成される IT インフラストラクチャは、技術的に大きな変化を遂げています。 エンドポイントは、ス
マートでモバイルになるように進化しています。 従来の IT アーキテクチャは、スケーラビリティ、迅速なオンデマンド配信、およびコンピューテ
ィングリソースの動的割り当てを提供するためにクラウドに移行しています。 

これらの傾向に沿って、組織は IT システムのサイロを統合して、管理の容易さやアプリケーションプロビジョニングの高速化などの目的で、
データおよびアプリケーションシステムの統合されたデータセンター中心の管理を提供しています。 

この統合により、データセンターのアプリケーションシステムのワークロードが劇的に増加します。 データセンターの複雑さとサイズが大きくな
るにつれて、データセンターインフラストラクチャの展開はますます困難になっています。 

HPE IMC Orchestrator ソリューションは、お客様がこれらの課題に対処するのに役立つアンダーレイ自動化を提供します。 

1-2. 利点 

HPE IMC Orchestrator ソリューションは、コントローラを使用して EVPN ネットワークのアンダーレイ自動化を実行します。 

IMC Orchestrator アンダーレイ自動化には、次の利点があります: 

 手動構成を最小限に抑えた大規模なデータセンターネットワークの迅速な展開: このソリューションにより、IP アドレスの自動割り
当て、デバイスのオンボーディング、および管理のためのコントローラーへのデバイスの組み込みが可能になります。 これにより、サービス
プロビジョニングが高速化されるだけでなく、IT 管理コストと設定ミスのリスクも軽減されます。 

 クラウドプラットフォームとの相互運用性: これは、テナントごとのリソース割り当てに対する顧客の要求に対応するのに役立ちます。 

 スケーラビリティ: 最小展開ユニット(アトミックデプロイメントユニット)はファブリックであり、それぞれが Spine/Leaf ネットワークです。 
IMC Orchestrator アンダーレイ自動化により、お客様はビジネスの成長に合わせてファブリックを簡単に追加できます。 

 DRNIのサポート: IMC Orchestrator のアンダーレイ自動化は、DRNI(Distributed Resilient Network Interconnect)
を使用して仮想化された分散リレー(DR)システムの展開をサポートします。 

1-3. アプリケーションシナリオ 

IMC Orchestrator アンダーレイ自動化を使用して、VXLAN-EVPN でデータセンターを構築または拡張するときにアンダーレイを展開
できます。 

1-4. ネットワークアーキテクチャ 

IMC Orchestrator アンダーレイ自動化は、2 階層 Spine/Leaf アーキテクチャ（図 1 参照）または派生した 3 階層ネットワークア
ーキテクチャでのアンダーレイの展開をサポートします。 

 Spine層: ファブリック内の Leaf ノードを接続する Spine ノードが含まれます。 

 Aggregation層: Spine ノードの機能を拡張してより多くの Leaf ノードを接続するための Aggregation ノードが含まれていま
す。 この層はオプションです。 

 Leaf層: サーバーをネットワークに接続する Leaf ノードが含まれます。 EVPN ネットワークでは、Leaf ノードは VTEP(VXLAN トン
ネルエンドポイント)としても機能します。 

ファブリックでは、外部相互接続ポイントはボーダーノードと呼ばれます。 ボーダーノードは North/South トラフィックを転送します。 これ
は、データセンター内から外部へ、またはその逆のトラフィックです。 

IMC Orchestrator を使用すると、ボーダーノードを Leaf ノードまたは Spine ノードに配置できます。 これらは、それぞれ Leaf ボーダ
ーノードまたは Spine ボーダーノードと呼ばれます。 もしくは、専用ノードを使用して、セキュリティ上の目的でボーダーノードとして機能さ
せることもできます。 

図 1. Spine/Leaf ネットワークアーキテクチャ 
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2. コンセプト 

2-1. ファブリック 

ファブリックは、IMC Orchestrator のアトミックデプロイメントユニットです。 各ファブリックは Spine/Leaf の物理ネットワークであり、ラッ
クの列または機器室が含まれる場合があります。 

各ファブリックは障害ドメインです。 1 つのファブリックでの障害は制限され、他のファブリックに伝播することはありません。 

1 つのファブリックの Spine ノードは、他のファブリックのすべての Leaf ノードに接続する必要はありません。 ファブリック間の接続では、他
のファブリックへの接続を提供するためのエッジデバイスとして各ファブリックの Spine ノードを使用するだけで済みます。 ネットワークを拡張
するには、Spine/Leaf ファブリックを追加し、そのエッジデバイスを他のファブリックに接続するだけです。ファブリック間接続に必要なポート
の数が減ると、ネットワークは非常にスケーラブルになります。 

2-2. デバイスタイプ 

IMC Orchestrator では、ファブリック上のさまざまな役割(Spine、Leaf、Aggregation)のノードは、ネットワーク機能に応じて次のデ
バイスタイプに分類されます: 

 アクセスデバイス: エンドポイントにネットワークアクセスサービスを提供します。 

 ボーダーデバイス: VPC またはマルチファブリックネットワークでボーダーゲートウェイサービスを提供します。 

 アンダーレイデバイス: L2 および L3 トランスポートサービスのみを提供します。 VXLAN パケットをカプセル化またはカプセル化解除
しません。 コントローラは、NETCONF または SNMP を介してアンダーレイデバイスを管理します。 

IMPORTANT: デバイスのデバイスタイプを選択するときは、次のガイドラインに従ってください: 

• ファブリック内のデバイスのロケーションに応じてデバイスにノードの役割を割り当て、役割と機能に応じてデバイスタ
イプを選択します。 

• Leaf ノードまたは Spine ノードがボーダーゲートウェイとして機能する場合は、そのデバイスタイプをボーダーデバ
イスに設定します。 

• ボーダーゲートウェイとして機能しない場合は、Spine デバイスをアンダーレイデバイスとして指定し、Leaf ノードを
アクセスデバイスとして指定します。 

2-3. TFTP サービス 

TFTP(Trivial File Transfer Protocol)は、TFTP サーバーと TFTP クライアント間でファイルを転送します。 IMC Orchestrator
では、コントローラは TFTP サーバーとして機能し、デバイスは TFTP クライアントとして機能します。 コントローラは、TFTP サービスをデバ
イスに提供します。 デバイスは、ソフトウェアイメージ、テンプレートファイル、デバイス固有の設定などの情報をコントローラから取得します。 

2-4. DHCP サービス 

DHCP(動的ホスト構成プロトコル)は、クライアント/サーバーモデルを使用します。 このモデルでは、サーバーが IP アドレスなどのネットワ
ーク構成パラメーターをデバイス(クライアント)に動的に割り当てます。 デバイスの自動展開中、コントローラは DHCP サーバーとして機
能し、管理 IP アドレスをデバイスに割り当てることができます。 

2-5. デバイスリスト 

デバイスリストには、デバイス情報とリンク情報が含まれています。 デバイスリストでは、デバイスは S/N によって一意に識別されます。 デ
バイスごとにデバイス情報を手動で追加することも、テンプレートからデバイス情報をまとめてインポートすることもできます。 リンク情報は、
デバイス間の関係を記述し、通常、ネットワーク計画に使用されます。 

コントローラは、デバイスリストを使用して、選択的なデバイスの自動化、デバイス固有の構成プロビジョニング、ネットワーク計画などの機
能を実装します。 

2-6. 選択的デバイス自動化 

選択的デバイス自動化により、コントローラでデバイスリストによりデバイスを自動展開し、デバイスリストに無いデバイスを手動で展開する
ことができます。 たとえば、ボーダーデバイスを手動で組み込んで構成する必要がある場合があります。 

選択的デバイス自動化は、テンプレートごとに有効になります。 選択的デバイス自動化を使用するには、次の手順を実行する必要があ
ります: 
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 デバイスロールのデバイステンプレートを構成するときに、allowlist オプションを有効にします。 

 テンプレートに基づいて自動展開が必要なデバイスをデバイスリストに追加します。 

コントローラがテンプレートに基づいて自動展開を実行する場合、コントローラはデバイスリスト内のデバイスのみを展開します。 

2-7. デバイス固有設定の展開 

あるロールのデバイス設定テンプレートには、そのロールに共通の設定が含まれています。 デバイスのロールやデバイス名などのデバイス固
有の設定をデバイスに展開するには、そのデバイスをデバイスリストに追加し、その設定を指定できます。 テンプレートからデバイスリストに
デバイスをインポートする場合は、デバイスリストテンプレートでデバイス固有設定を指定できます。 

2-8. トポロジー設計 

デバイスリストのデバイスとリンク情報を使用して、ファブリックネットワークを設計します。 コントローラは、ファブリックデバイスがオンボーディン
グされた後、デバイスとリンク情報に基づいて視覚化されたトポロジを表示します。 展開されたネットワークの実際のトポロジを調べて、予
想されるトポロジと一致していることを確認できます。 

2-9. 自動化テンプレート 

自動化テンプレートは、自動化されたデバイス展開の一般的な設定セットを定義する.template ファイルです。 ファブリックごとに 1 つの
自動化テンプレートを設定できます。 オンボーディングプロセス中に、ファブリック上のデバイスは、そのファブリックの自動化テンプレートに基
づいて構成データを取得します。 

自動化テンプレートには、次の情報が含まれています: 

 アンダーレイプロトコルや VXLAN 事前設定などの基本設定。 

 自動化 IP アドレスプール、管理 IP アドレスプール、VTEP IP アドレスプール、およびアンダーレイ IP アドレスプールを含む IP アドレス
プール設定。 

 デバイス構成テンプレート。該当するデバイスのロールのデフォルト設定が含まれています。 

2-10. デバイス設定テンプレート 

デバイス設定テンプレートには、Spine、アグリゲーション、または Leaf などのデバイスロールの設定が含まれています。 

デバイスは、オンボーディングするロール設定をテンプレートから自動的に取得します。 

デバイス設定テンプレートは、最初から作成、もしくは既存のデバイス設定テンプレートから作成できます。 

2-11. 自動展開用 IPプール 

自動展開用 IP プールは、自動展開中にコントローラと通信するためにデバイスに IP アドレスを割り当てるために使用されます。 デバイス
がオンラインになると、IP アドレスが解放されます。 

2-12. 管理 IP アドレスプール 

自動展開中に、コントローラは管理 IP アドレスをデバイスに割り当てます。 コントローラは、管理 IP アドレスでデバイスとの NETCONF
接続を確立します。 

デバイスリストから管理 IP アドレスを指定するか、管理 IP アドレスプールからの IP アドレスの自動割り当てを有効にすることができます。 
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3. アンダーレイ自動化 

3-1. アンダーレイ自動化設定ワークフロー 

図 2 は、自動アンダーレイ展開の設定を構成するための一般的な手順を示しています。 

図 2. 一般的なアンダーレイ自動化設定ワークフロー 

基本的なサービスのセットアップ 

>>> 

設定 

>>> 

デバイスのオンボーディング 

• DHCP サーバーをセットアップします。 

• TFTP および Syslog サービスを設定します。 

• ファブリックを作成します。 

• 自動化テンプレートを作成し、アンダーレイプロト

コルとアドレスプールを指定します。 

• デバイステンプレートを作成します(ロール固有基
本設定とソフトウェアイメージ)。 

• (オプション)デバイス固有の設定を構成します。 

• デバイスの電源を入れて、自動
展開を開始します。 

3-1-1. 基本的なサービスの設定 

基本的なサービスには、主に TFTP と Syslog が含まれます。 

基本的なサービスを設定するには: 

1. TFTP と Syslog を有効化して、TFTP サーバーと Syslog サーバーのサービス IP アドレスとしてコントローラチームのチーム IP アド
レスを選択します。 

2. ファブリックを作成し、AS を指定します。 

3-1-2. トポロジーの設計 

このタスクはオプションです。 

ファブリックのトポロジーを設計するには: 

1. トポロジ設計ページにアクセスします。 

2. デバイスリストに基づいて、またはネットワークサイズを指定して、トポロジを設計します。 

 デバイスリストに基づいてトポロジを設計する場合は、デバイスリストからデバイスとリンク情報を選択します。 

ターゲットデバイスがデバイスリストにない場合は、手動で 1 つずつ追加するか、Excel テンプレートからインポートできます。 

 ネットワークサイズに基づいてトポロジを計画する場合は、ボーダーデバイスの数、Spine デバイスの数、Aggregation デバイスの
数、および Leaf デバイスの数を入力します。 

3-1-3. デバイス固有設定の構成 

このタスクはオプションです。 

自動展開中にデバイス固有設定をデバイスに展開するには、そのデバイスをデバイスリストに追加し、その設定を構成します。 これらの設
定には、デバイスのハードウェア S/N、デバイスのロール、VTEP IP アドレス、管理 IP アドレス、およびシステム名が含まれます。 

3-1-4. デバイス情報のカスタマイズ 

このタスクはオプションです。 

コントローラは、ロールごとに事前定義されたハードウェア属性を提供します。 デバイスロールのハードウェア属性を編集するには、自動化
テンプレート設定のページから Advanced Settings ページにアクセスします。 

カスタムデバイス情報は、生成された自動化テンプレートに含まれます。 

3-1-5. テンプレートの構成 

3-1-5-1. 制御プロトコルテンプレート 

制御プロトコルテンプレートには、ネットワークデバイスと通信するためのパラメータが含まれています。 これらのパラメータには、NETCONF
および SNMP の設定が含まれます。 
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3-1-5-2. 自動化テンプレート 

自動化テンプレートには、次のようなネットワークデバイスをファブリックに展開するために必要なパラメータが含まれています。 

 基本設定: アンダーレイプロトコルを含む自動化テンプレートの基本設定を構成します。 

 IP プール設定: 自動化に使用される DHCP サーバーと IP アドレスプールを構成します。 

 デバイス構成テンプレート: 次のような各デバイスロールのデバイス構成テンプレートを指定します: 

 パブリックパラメータとテンプレート名。 

 Spine テンプレート: 次のパラメータが含まれています: 

• BGP ルートリフレクタ(RR)の MAC アドレス。 

• ボーダーデバイスの MAC アドレス。 

• OSPF プロセス ID。 

• IRF の有効化状態や、選択的デバイス自動化の許可リストなど、その他の設定。 

 Aggregation テンプレート: 次のパラメータが含まれています: 

• IRF の有効化状態。 

• 選択的デバイス自動化の許可リスト。 

• OSPF プロセス ID。 

 Leaf テンプレート: 次のパラメータが含まれています: 

• BGP ルートリフレクタ(RR)の MAC アドレス。 

• ボーダーデバイスの MAC アドレス。 

• OSPF プロセス ID。OSPF プロトコルの下でデバイスのプロセス ID を指定するために使用されます。 

• IRF の有効化状態や、選択的デバイス自動化の許可リストなど、その他の設定。 

テンプレートの主要設定の詳細については “Core parameters in the device configuration templates” を参照してくださ
い。 

3-2. 自動アンダーレイ展開プロセス 

初期設定なしでデバイスを再起動すると、デバイスは自動化ワークフローに入ります。 デバイスの自動化ワークフローとコントローラの自動
化ワークフローは、自動展開ワークフローを構成します。 図 3 は、自動展開実行ワークフローを示しています。 

図 3. 自動展開実行ワークフロー 

(1) 起動時に、デバイスは DHCP を

介して管理 IP を取得します。 

 

(8) デバイスがオンボーディングされ、そ

の状態がオンラインに変わります。 

 

 

 

(2) DHCP 応答には、TFTP サーバ

ーの IP および自動化テンプレート名

が含まれています。 

(7) コントローラはデバイスを組み込み、

VTEP プールからデバイスに IP を割り

当て、構成を展開します。 

 

 

 

(3) デバイスは、自動化テンプレート

名とその役割に基づいてデバイス構成

テンプレート名を生成します。 

 (4) デバイスは、TFTP サーバーに

デバイスリストと構成テンプレートを

要求します。 

 (5) コントローラは NETCONF 接続

を開始し、SNMP 要求をデバイスに

送信します。 

 (6) コントローラは、デバイス SN および

その他情報をデバイスから取得します。 
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3-2-1. デバイス側 

デバイスは次の操作を実行します: 

1. DHCP サーバーから、管理インタフェースの IP アドレス、TFTP サーバーの IP アドレス、自動化テンプレートの名前(abc など)を含
む構成を取得します。 

DHCP サーバーは、デバイスへの自動展開のために IP プールから IP アドレスを割り当てます。 

2. デバイスは、デフォルトのロールと自動化テンプレート名に基づいて、構成テンプレートファイルの名前を生成します(例えば: 
abc_Leaf.template または abc_Spine.template)。 次に、TFTP サーバーからテンプレートファイルと device_tag.csv デバ
イスリストファイルを要求します。 

3. デバイスは、デバイスリストとテンプレートファイルを検索して、S/N に基づいて一致する構成を探し、自動設定します。 

 デバイスの現在のデフォルトのロールがデバイスリストで指定されたロールと一致しない場合、デバイスはデバイスリストで指定された
ロールで再起動し、自動展開プロセスを繰り返します。 

 デバイスの現在のソフトウェアイメージバージョンがテンプレートファイルで指定されたバージョンと一致しない場合、デバイスは必要
なイメージバージョンを TFTP サーバーから取得し、このバージョンにアップグレードしてから再起動して、自動化ワークフローに再度
入ります。 

3-2-2. コントローラ側 

コントローラは次の操作を実行します: 

1. コントローラは、TFTP サーバーがデバイスから自動化テンプレート要求を受信したことを検出します。 次に、次のタスクを実行します: 

a. 自動展開のためにデバイスに割り当てられた一時 IP アドレスと、デバイスで使用されるテンプレートを記録します。 

b. SNMP および NETCONF を介してデバイスに接続しようとします。 

c. IP アドレスとデバイスの静的バインディングを DHCP サーバーに配信します。 

2. コントローラがデバイスに接続し、S/N などのデバイス情報を取得した後、コントローラはデバイスを管理対象デバイスとして組み込み
ます。 

3. コントローラは、VTEP-IP アドレスプールからデバイスに VTEP-IP アドレスを割り当てます。 RR デバイスと非 RR デバイスがネットワ
ークに接続すると、コントローラはそれらの BGP 設定を展開して、BGP ピア関係を確立します。 

4. コントローラは、デバイスに管理 IP アドレスを割り当てて、以前に自動展開用に割り当てられた一時 IP アドレスを置き換えます。 
次に、デバイスはこの一時 IP アドレスを解放し、コントローラはこの IP アドレスの静的アドレスバインディングを DHCP サーバーから
削除します。 

5. コントローラは、新しい管理 IP アドレスにデバイスを組み込みます。 
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3-3. 展開ワークフローの監視 

3-3-1. 展開プロセスの監視 

デバイスまたはコントローラーが誤動作したり、相互運用性の問題が発生したりすると、デバイスの自動展開が失敗する可能性がありま
す。 

問題が発生したときにそれをすばやく特定して削除するには、視覚化された展開監視機能を使用して展開プロセスを監視します。 

コントローラが自動展開失敗メッセージを表示したり、展開が不当に長時間フェーズでスタックしたりすると、展開の問題が発生します。 こ
の状況では、エラー情報を確認し、コントローラによって提供される考えられる原因に基づいてエラーのトラブルシューティングを行います。 

図 4 は、コントローラとデバイスの観点から見た一般的な自動展開プロセスを示しています。 

図 4. コントローラとデバイスの観点からの自動展開プロセス 

 コントローラ側   
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▼ 

 デバイス側  

    起動時に DHCP 要求を送信します。  

 IP と次の設定をデバイスに割り当てます。 

1.TFTP サーバーの IP 

2.自動化テンプレート名 

    

    TFTP サーバーからデバイスリストを取得します。  

      

    TFTP サーバーからテンプレートを取得します。  

 テンプレートファイル/デバイスリストの要求を TFTP サーバーから受信し
ます。 

    

 ↓   テンプレートファイルに基づいて、指定された画像ファイルを取得します。  

 展開タスクを開始します。     

      

 展開タスクを実行します。テンプレート名とデバイスの役割の有効性を
確認します。 

    

    構成テンプレートファイルとデバイスリストに基づいて自身を構成します。
たとえば、NETCONF のユーザー名とパスワードを構成します。 

 

 NETCONF を介して SN などのデバイス情報を取得します。     

      

 VTEPIP をデバイスに割り当てます。     

      

 BGP 設定を展開します。     

      

 管理 IP をデバイスに割り当て、自動化 IP アドレスを解放します。     

      

 競合チェック： 

1.デバイスがデバイスリストと一致することを確認します。 

2.管理 IP、SN、および NE が競合していないことを確認します。 

    

      
      

デバイスがオンボードされ、コントローラにオンライン状態で管理対象 NE として表示されます。 
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3-3-2. 展開問題のトラブルシューティング 

コントローラが自動展開失敗メッセージを表示したり、展開が不当に長時間フェーズでスタックしたりすると、展開問題が発生します。 この
状況では、エラー情報を確認し、コントローラによって提供される考えられる原因に基づいてエラーのトラブルシューティングを行います。 以
下は、自動展開中に発生する可能性のある一般的な問題の一部です。 

失敗 考えられる原因 解決策 

タスクは作成されませんでした
(進行状況:0％) 

DHCP サーバーはデバイスに IP アドレスを
割り当てることができませんでした。 

1. デバイスにログインして、IP 割り当ての状態を確認してください。 

2. コントローラの vDHCP モジュールログを表示してください。 

多数のデバイスがオンラインになり、デバイ
スはキューで待機しています。 

コントローラのオンラインデバイスを確認してください。 どのデバイスもオンラインになって
いない場合は、ログを確認して原因を特定してください。 

デバイスはテンプレートを取得

できませんでした(進捗:40％) 

テンプレートファイルの転送中にネットワーク

エラーが発生しました。 

デバイスの管理 IP とコントローラクラスターのノースバウンド IP 間の L3 接続が正常で

あることを確認してください。 

コントローラの TFTP サービスが異常で
す。 

TFTP クライアントからファイルを取得して、コントローラが要求に応答できることを確認
してください。 

テンプレート構成エラー。 デバイスリストでのデバイスのロールが正しいことを確認してください。 

デバイスの S/N を取得できま
せんでした(進捗:40％) 

デバイスはバージョンファイルを取得できま
せんでした。 

1. コントローラの TFTP サービスディレクトリに、テンプレートで指定されたソフトウェアバ
ージョンが含まれていることを確認してください。 

2. デバイスに十分なディスク容量があることを確認してください。 

コントローラは、デバイスへの NETCONF
接続を確立できませんでした。 

1. デバイスのコントローラ IP と自動展開 IP が接続されていることを確認してください。 

2. 次の問題が原因で障害が発生した場合は、デバイスを調べてください: 

• ソフトウェアイメージまたはパッチの更新、ロールの変更、またはモードの変更のた
めにデバイスを再起動すると、デバイス起動に失敗します。 

• デバイスがテンプレートの構成を実行すると、例外が発生します。 

3. コントローラとデバイスが、ユーザー名とパスワードを含め、NETCONF 設定で一貫

していることを確認してください。 

テンプレートで許可リスト機能が有効にな
っていますが、デバイスがデバイスリストにな
いか、デバイスリストのデバイスの S/N が
正しくないか欠落しています。 

1. テンプレートの許可リスト機能を無効にするか、正しいデバイスリストをアップロードし
てください。 

2. デバイスを再起動してください。 

BGP 構成の展開に失敗しま
した(進行状況:60％) 

コントローラは、デバイスに BGP 設定を展
開できませんでした。 

1. デバイスの構成展開ログを確認して、原因を特定してください。 

2. デバイスの NETCONF サービスが正しいことを確認してください。 

3. デバイスに BGP 構成の競合またはその他のエラーがないか調べてください。 

管理 IP の割り当てに失敗し
ました(進捗:60％) 

管理 IP プール内の IP アドレスが使い果
たされています。 

管理 IP プールを拡張してください。 

コントローラは、管理 IP アドレスをデバイス

に展開できませんでした。 

1. デバイスの構成展開ログを確認して、原因を特定してください。 

2. デバイスの NETCONF サービスが正しいことを確認してください。 

3. デバイスを再起動してください。 

デバイス情報が既存の NE の
情報と競合しています(進行
状況:80％) 

コントローラに残りの NE 情報が含まれて
いるため、管理 IP アドレスの競合または
S/N の競合が発生します。 

管理 IP アドレスまたは S/N の競合があるデバイスのコントローラを調べてください。 競
合を取り除き、デバイスを再起動してください。 

3-4. デバイス設定テンプレートのコアパラメーター 

自動展開によってデバイスに展開される設定は、デバイス設定テンプレートと、プロセス中にコントローラによって発行される追加の設定か
ら取得されます。 ほとんどの設定は、デバイス設定テンプレートから取得されます。 

次の情報は、アンダーレイプロトコルごとの設定テンプレートファイルの主なパラメーターについて説明しています。 

IMC Orchestrator アンダーレイ自動化は、アンダーレイの OSPF、BGP、および IS-IS をサポートします。 

3-4-1. OSPF 

3-4-1-1. Spine テンプレート主要パラメーター 

 カスタムデバイス情報: 

さまざまなモデルのデバイスを、さまざまなハードウェアオペレーティングモードで構成できます。 Spine テンプレートを作成する前に、この
情報を編集できます。 

 OSPF 関連の設定: 

loopback(0)インタフェース間の IP 接続を確立するためのアンダーレイの OSPF 設定です。 
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 ダウンリンクポート設定: 

ダウンリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、loopback(0)インタフェースからアドレスを借用できるようにし、OSPF P2P を
有効にします。 

 IBGP 設定: 

IBGP 設定は、EVPN ルートを学習するためのオーバーレイに使用される loopback(0)インタフェースのアドレスに基づいて構成され
ます。 

 NETCONF/SNMP 設定: 

ユーザー名とパスワードを含む、デバイスのログインと認証の NETCONF および SNMP の設定です。 

3-4-1-2. Aggregation テンプレート主要パラメーター 

 カスタムデバイス情報: 

さまざまなモデルのデバイスを、さまざまなハードウェアオペレーティングモードで構成できます。 Aggregation テンプレートを作成する
前に、この情報を編集できます。 

 OSPF 設定: 

loopback(0)インタフェース間の IP 接続を確立するためのアンダーレイの OSPF 設定です。 

 アップリンクポート設定: 

アップリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、loopback(0)インタフェースからアドレスを借用できるようにして、OSPF P2P
を有効にします。 

 ダウンリンクポート設定: 

ダウンリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、loopback(0)インタフェースからアドレスを借用できるようにして、OSPF P2P
を有効にします。 

 NETCONF/SNMP 設定: 

ユーザー名とパスワードを含む、デバイスのログインと認証の NETCONF および SNMP の設定です。 

3-4-1-3. Leaf テンプレート主要パラメーター 

 カスタムデバイス情報: 

さまざまなモデルのデバイスを、さまざまなハードウェアオペレーティングモードで構成できます。 Leaf テンプレートを作成する前に、この
情報を編集できます。 

 OSPF 設定: 

Loopback(0)インタフェース間の IP 接続を確立するためのアンダーレイの OSPF 設定です。 

 アップリンクポート設定: 

アップリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、Loopback(0)インタフェースからアドレスを借用できるようにして、OSPF P2P
を有効にして、静的 MAC エントリに対する送信元 MAC のチェックを無効にします。 

 ダウンリンクポート設定: 

ダウンリンクポートのリンクタイプを Trunk に設定し、VTEP アクセスポートとして設定します。 

 IBGP 設定: 

IBGP 設定は、EVPN ルートを学習するためのオーバーレイに使用される loopback(0)インタフェースのアドレスに基づいて構成され
ます。 

 NETCONF/SNMP 設定: 

ユーザー名とパスワードを含む、デバイスのログインと認証の NETCONF および SNMP の設定です。 

3-4-2. BGP 

3-4-2-1. Spine テンプレート主要パラメーター 

 カスタムデバイス情報: 

さまざまなモデルのデバイスを、さまざまなハードウェアオペレーティングモードで構成できます。 Spine テンプレートを作成する前に、この
情報を編集できます。 
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 EBGP 設定: 

loopback(0)インタフェース間の IP 接続を確立するためのアンダーレイの EBGP 設定です。 

loopback(1)インタフェースのアドレスを使用して、Leaf ノードとの EBGP ピア関係を確立するように Spine ノードを設定します。 

 ダウンリンクポート設定: 

ダウンリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、loopback(1)インタフェースのアドレスを借用できるようにし、ARP ダイレクトル
ートアドバタイズメントを有効にします。 

 IBGP 設定: 

IBGP 設定は、EVPN ルートを学習するためのオーバーレイに使用される loopback(0)インタフェースのアドレスに基づいて構成され
ます。 

 NETCONF/SNMP 設定: 

ユーザー名とパスワードを含む、デバイスのログインと認証の NETCONF および SNMP の設定です。 

3-4-2-2. Leaf テンプレート主要パラメーター 

 カスタムデバイス情報: 

さまざまなモデルのデバイスを、さまざまなハードウェアオペレーティングモードで構成できます。 Leaf テンプレートを作成する前に、この
情報を編集できます。 

 EBGP 設定: 

loopback(0)インタフェース間の IP 接続を確立するためのアンダーレイの EBGP 設定です。 

loopback(1)インタフェースのアドレスを使用して、Spine ノードとの EBGP ピア関係を確立するように Leaf ノードを設定します。 

 アップリンクポート設定: 

アップリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、loopback(1)インタフェースのアドレスを借用できるようにし、ARP ダイレクトル
ートアドバタイズメントを有効にし、静的 MAC エントリに対する送信元 MAC のチェックを無効にします。 

 ダウンリンクポート設定: 

ダウンリンクポートのリンクタイプを Trunk に設定し、VTEP アクセスポートとして設定します。 

 IBGP 設定: 

IBGP 設定は、EVPN ルートを学習するためのオーバーレイに使用される loopback(0)インタフェースのアドレスに基づいて構成され
ます。 

 NETCONF/SNMP 設定: 

ユーザー名とパスワードを含む、デバイスのログインと認証の NETCONF および SNMP の設定です。 

3-4-3. IS-IS 

3-4-3-1. Spine テンプレート主要パラメーター 

 カスタムデバイス情報: 

さまざまなモデルのデバイスを、さまざまなハードウェアオペレーティングモードで構成できます。 Spine テンプレートを作成する前に、この
情報を編集できます。 

 IS-IS 設定: 

loopback(0)インタフェース間の IP 接続を確立するためのアンダーレイの IS-IS 設定です。 

 ダウンリンクポート設定: 

ダウンリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、loopback(0)インタフェースからアドレスを借用できるようにし、ネットワークタイ
プを P2P に設定します。 

 IBGP 設定: 

IBGP 設定は、EVPN ルートを学習するためのオーバーレイに使用される loopback(0)インタフェースのアドレスに基づいて構成され
ます。 

 NETCONF/SNMP 設定: 

ユーザー名とパスワードを含む、デバイスのログインと認証の NETCONF および SNMP の設定です。 
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3-4-3-2. Leaf テンプレート主要パラメーター 

 カスタムデバイス情報: 

さまざまなモデルのデバイスを、さまざまなハードウェアオペレーティングモードで構成できます。 Leaf テンプレートを作成する前に、この
情報を編集できます。 

 IS-IS 設定: 

loopback(0)インタフェース間の IP 接続を確立するためのアンダーレイの IS-IS 設定です。 

 アップリンクポート設定: 

アップリンクポートのリンクモードをルートモードに設定し、loopback(0)インタフェースからアドレスを借用できるようにし、ネットワークタイ
プを P2P に設定し、静的 MAC エントリに対する送信元 MAC のチェックを無効にします。 

 ダウンリンクポート設定: 

ダウンリンクポートのリンクタイプを Trunk に設定し、VTEP アクセスポートとして設定します。 

 IBGP 設定: 

IBGP 設定は、EVPN ルートを学習するためのオーバーレイに使用される loopback(0)インタフェースのアドレスに基づいて構成され
ます。 

 NETCONF/SNMP 設定: 

ユーザー名とパスワードを含む、デバイスのログインと認証の NETCONF および SNMP の設定です。 

3-5. 構成セグメントの展開 

3-5-1. 構成セグメント 

構成セグメントには、一連のコマンドが含まれています。 

この機能を使用すると、デバイスの CLI にアクセスしなくても、コントローラから管理対象デバイスに一連の特別なコマンドを展開できま
す。 

コントローラでコマンド実行結果を表示することもできます。 

3-5-2. 高度な設定 

コントローラを使用すると、Excel ファイルから事前定義された構成セグメントをインポートし、必要に応じて構成セグメントの一部またはす
べてを展開できます。 

コントローラでコマンドの実行結果を表示し、必要に応じて結果をエクスポートすることもできます。 
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4. DRNI自動化 

4-1. DRNI構成 

DRNI は、ノード冗長のために 2 つのデバイスを 1 つの DR システムに仮想化します。 

4-1-1. DRNI展開モードの選択 

ファブリック上でのみ DRNI を使用して Leaf-DR システムをセットアップすることも、ファブリック上で DRNI と IRF の両方を使用して
Leaf-DR システムと Leaf-IRF ファブリックをセットアップすることもできます。 

 DRNI のみを使用する場合は、自動展開用に Leaf テンプレートを次のように構成します: 

 DRNI(分散リレー)を有効にします。 

 IRF とダイナミックアグリゲーションを無効にします。 

 ファブリックで DRNI と IRF の両方を使用する場合は、次のタスクを実行します: 

 自動展開の Leaf テンプレートで DRNI と IRF の両方を有効にします。 

 デバイスリストを設定します。 DR システムのセットアップに使用するデバイスの DRNI を有効にします。 この状況では、コントロー
ラは残りの Leaf デバイスをペアで IRF ファブリックに可能な限り長く構築します。 

4-1-2. DR インタフェースの集約方法の選択 

DR インタフェースの集約モードには、手動モードと自動モードがあり、テンプレートで指定する必要があります。 

 手動モードでは、システムは LLDP(Link Layer Discovery Protocol)イベントを無視します。 サーバーが Leaf-DR システムに再
接続しようとしても、Leaf デバイスのダウンリンクポートはダイナミックマルチシャーシリンクアグリゲーショングループに自動的に集約されま
せん。 ペアのデバイスが相互に再接続すると、LLDP イベントに応答しません。 

 自動モードでは、Leaf デバイスは LLDP イベントに応答します。 ペアの Leaf デバイスは、リンク上の接続されたサーバーから LLDP
メッセージを受信すると、ダウンリンクポートを自動的に集約します。 

4-1-3. DRグループ ID範囲の指定 

Leaf 設定テンプレートで DRNI が有効になっている場合は、DR グループ ID の範囲を指定する必要があります。 各 DR グループに
は、デバイスのペアから集約される DR インタフェースが含まれています。 コントローラから展開された DR グループの値の範囲は 1〜
1024 です。 

4-2. サポートしている機能の組み合わせ 

DRNI、IRF、およびダイナミックアグリゲーション制御を設定するときは、表 1 の要件に準拠している必要があります。 

表 1. アプリケーションシナリオ 

シナリオ DRNI（分散リレー） IRF ダイナミックアグリゲーション 

ピュア DRNI On Off Off 

DRNI/IRF On On On 

禁じられた組み合わせ On Off On 

4-3. DR インタフェースの集約モードについて 

 デフォルトの集約モードは手動モードです。 手動モードでは、システムは DR インタフェースを自動的に集約しません。 ユーザーは、DR
インタフェースを選択して、手動で集約する必要があります。 

 自動モードを有効にするには、テンプレートで自動モードを選択します。 

 サービスの継続性を確保するために、DR システムは自動的に集計を追加できますが、集約を削除することはできません。 集約
を削除する必要がある場合は、コントローラから手動で削除してください。 

 自動モードでは、DR システムは、集約を削除してから 5 分以内に LLDP イベントに応答しません。 集約を再度作成するには、
手動で作成します。 
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4-4. DR システムでのキープアライブリンクと IPLの展開 

 デバイスのペア間のリンクの数が 2 以上の場合、コントローラはそれらを DR システムに構築しようとします。 コントローラは、キープアラ
イブリンクを作成するために低速ポートのペアを選択し、残りのリンクを集約して IPL として機能します。 

 自動集約モードが選択されている場合、DR メンバーデバイスは、それらの間に追加された新しいリンクを IPL に自動的に集約しま
す。 

 手動集約モードが選択されている場合は、DR メンバーデバイス間に新しいリンクを手動で追加する必要があります。 

 DRNI システムが構築された後は、中間(intermediate)リンクを切断することはできません。 中間リンクを手動で切断すると、
DRNI システムの安定性に影響を与え、DRNI が停止する可能性があります。 

4-5. IP アドレスの使用  

各 DR システムには 3 つの IP アドレスが必要です。 1 つは VTEP-IP アドレスプールからのもので、他の 2 つは管理 IP アドレスプール
からのものです。 

 DR システムが仮想 VTEP ノードとして機能する場合、コントローラは仮想 VTEP-IP アドレスを DR システムに自動的に割り当てま
す。 この仮想 VTEP-IP アドレスは、自動展開のために物理 VTEP-IP プールから割り当てられます。 

 DR システムでは、キープアライブリンクの両端にそれぞれ IP アドレスが割り当てられます。 これらの IP アドレスは、自動展開用のアン
ダーレイ管理 IP プールからのものです。 

4-6. サーバー構成 

 通常、lldpad ソフトウェアをサーバーにインストールして、LLDP サービスを提供できます。 

 サーバーにインストールされているネットワークアダプターが LLDP をサポートしている場合は、このネイティブ LLDP 機能を無効にしま
す。 たとえば、これは Intel X722 ネットワークアダプタで行う必要があります。 

 同じ DR システムに接続されているサーバーのホスト名は一意である必要があります。 

4-7. デバイスのオンボーディングシーケンス 

ファブリックに Spine、Aggregation、Leaf ノードが含まれている場合は、Spine、Aggregation、Leaf の順にデバイスをオンボードす
る必要があります。 このシーケンスに従わないと、DRNI の設定ミスが発生する可能性があります。 
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5. アンダーレイ自動化の典型的なトポロジー 

5-1. EVPN アーキテクチャ 

図 5 は、アンダーレイ自動化が適用される典型的な EVPN アーキテクチャを示しています。 

図 5. EVPN アーキテクチャ 

 

5-2. 要約手順 

1. EVPN ネットワークのアンダーレイを構築します。 

2. コントローラで TFTP および Syslog サービスを有効にします。 

3. DHCP サーバーと IP アドレスプールを構成します。 

4. (オプション) ソフトウェアイメージデータベースを構成します。 

5. ファブリックの基本設定、IP アドレスプール、およびデバイス構成テンプレートを構成します。 

6. (オプション) デバイスリストを構成します。 

7. 空の構成でデバイスを起動します。 

5-3. デバイスでの自動アンダーレイ展開プロセス 

1. スイッチ管理ポートが管理ネットワークに接続された後、システムは DHCP 手順に従って管理ポートアドレスを申請します。 

2. vDHCP サーバーがデバイスに応答します。 応答には、IP アドレス、TFTP サーバーの IP アドレス、および自動化テンプレート名が
含まれます。 

3. デバイスは、取得した情報に基づいて.template デバイス構成テンプレート名を生成します。 

4. デバイスは TFTP サーバーに接続して、デバイス構成テンプレートファイルとデバイスリスト(device_tag.csv ファイル)をダウンロード
します。 

5. デバイスはそれ自身を構成します。 

 

 

 

(end)
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