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このガイドの目的 

Smart Business Architecture は、エンドツーエンド システムとして設計、構築、およ
び検証されました。このガイドでは、「中規模企業向け SBA - ボーダレス ネットワーク基
盤」ソリューションを導入する方法が手順別に説明されています。使いやすさを追求する
ため、このガイドはモジュール別に編成されています。最初から開始するか、任意のモジュー
ルにジャンプできます。ガイドの各部分は単独でも使用できるように設計されているため、
前のモジュールを完了しなくても、当該セクションに記載されたシスコのテクノロジーを導
入できます。

このガイドの対象読者
このガイドは、次の条件のいずれかに一致する企業に適しています。

• 最大 2,500 人の関連する従業員。
• それぞれに約 25 人の従業員が属する最大 75 箇所のリモート サイトがある。
• オフサイトに提供されている社外向けアプリケーションを使用している。
• ネットワーク サービスやアプリケーションを提供しているサーバ ルームが存在する。
• CCNA® 認定または同等の経験を持つ IT 管理者がいる。

次のいずれか、またはすべてを求める読者を対象とします。
• テレワーカーおよびモバイル ワーカー向けのソリューション 

• 企業資源のセキュリティ 

• 従業員のための有線およびワイヤレス ネットワーク アクセス 

• 有線およびワイヤレスによる音声アクセスのためのソリューション 

• ワイヤレス ゲスト アクセス 

• 拡大時の移行パス
• WAN 帯域幅の最適化によるコストの削減方法 

• テスト済みソリューションの保証 

関連資料
このガイドを読む前に、次の資料を参照してください。

基盤設計の概要

このガイドを読んだ後で、次のマニュアルを参照してください。
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はじめに

 
Cisco® Smart Business Architecture（SBA）は、最大 2,500 人のユーザを擁する
ネットワークに対応した包括的な設計です。そのまま利用可能なこの設計は、シンプルで
高速、価格も手ごろで拡張性があり、柔軟です。最大ユーザ数 600 人、1,000 人、お
よび 2,500 人と、拡張ニーズに基づいて 3 種類のオプションから選ぶことができます。

中規模企業向け Cisco SBA は、LAN、WAN、ワイヤレス、セキュリティ、WAN 最適化、
およびユニファイド コミュニケーション テクノロジーを 1 つのソリューションとしてまとめ
てテストし、これらを取り入れています。このソリューション レベルのアプローチによって、
通常は複数のテクノロジーに関連付けられるシステム統合が簡略化されるため、技術的
な詳細を心配することなく、企業の問題を解決するモジュールを選択できるようになりま
す。

Cisco SBA は、簡単に設定、導入、および管理できるように設計されています。このアー
キテクチャの利点は次のとおりです。

• 確かな基盤の提供 

• 迅速かつ簡素化された導入の実現 

• 追加サービス導入の簡素化の促進 

• 企業の成長に伴うコア ネットワークのリエンジニアリングの回避

このガイドの構成は次のとおりです。
• 最初のモジュールでは、ソリューションの大半のデバイスの共通要素であるグローバ
ル コンフィギュレーションについて説明します。例として、デバイスのセキュアなリモー
ト管理のために、設計全体を通じて Secure Shell（SSH; セキュア シェル）の設定を
使用できます。

• 「LAN モジュール」には、企業 LAN のすべてのセグメントに関するガイダンスが記
載されています。「LAN コア」セクションでは、本社におけるすべてのユーザ アクセ
ス スイッチングの中核部分、および WAN とサーバ ルームの相互接続点としての役
割を果たす LAN の部分に焦点を当てます。「LAN アクセス」セクションでは、デス
クトップ コンピュータ、電話、およびその他のデバイスを接続するために、本社とリモー
ト サイトで LAN スイッチを設定する方法について説明します。「サーバ ルーム」セク
ションでは、スイッチでのサーバ ポート、VLAN の使用とトランキング、復元性と 
LAN コアへの接続の設定について説明します。「サービス品質（QoS）モジュール」
は文書全体に統合されており、ネットワークを通過する際のトラフィックの保護に関す
るガイダンスが記載されています。「LAN モジュール」と「WAN モジュール」では、
この重要なサービスを導入するための手順の概要について説明します。

• 「ワイドエリア ネットワーク（WAN）モジュール」には、本社の WAN 集約、およ
びリモート ロケーションへの接続について記載されています。「WAN モジュール」で
は、これらのリモート ロケーションから LAN インフラストラクチャへの接続について
説明します。

• 「ワイヤレス モジュール」では、本社とリモート サイトのワイヤレス インフラストラク
チャ、そのインフラストラクチャを使用した従業員によるイントラネットとインターネッ
トへのアクセス、およびインターネットへのセキュアなゲスト ユーザ アクセスについて
説明します。

• 「セキュリティ モジュール」では、企業の情報資産を保護するためのファイアウォー
ルと高度なセキュリティ サービスの導入に焦点を当てます。「侵入検知システム
（IPS）」セクションでは、ネットワークで侵入または攻撃を監視する IPS をインストー
ルする方法について説明します。「リモート アクセス VPN」セクションでは、テレワー
カーとモバイル ユーザのためにネットワークへのセキュアなリモート アクセスを提供
する方法について説明します。

• 「ユニファイド コミュニケーション（UC）モジュール」には、Cisco UC/IP テレフォ
ニーの導入の計画方法に関するガイダンスが記載されています。このモジュールでは、
ルータの統合サービスが、ネットワーク基盤に組み込まれたリソースをどのように活用
し、コア ネットワークのリエンジニアリングを行うことなく UC の導入をサポートする
かについて説明します。

• 「アプリケーション最適化モジュール」では、本社とリモート オフィス間の帯域幅を
最適化する方法を示します。IT リソースを経済的に使用することで、WAN アップグレー
ドを遅らせたり、新しいアプリケーション用の場所を空けたりすることができます。

• 「サーバ ロード バランシング モジュール」では、サーバやアプリケーションを拡張し、
さらなる復元性を提供する方法について説明します。

• 「付録」には、この設計のラボ テストで使用される製品の全てのリスト、およびシステ
ム内の製品で使用されるソフトウェア リビジョンが示されています。

アーキテクチャを強化するため、特定の機能やテクノロジー、またはビジネス上の課題を
解決するうえで重要な機能について説明した補足ガイドも多数あります。
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図 1-1 に、すべてのモジュールが導入された SBA 基盤設計全体図を示します。

図 1-1  ネットワーク アーキテクチャ ベースライン 
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設計目標 

この設計の当初からの基本概念の 1 つは、「モジュラの概念」です。導入プロセスは次の
原則に従ってモジュールに分けられました。

• 使いやすさ：最も求められている要件は、必要最小限の設定で導入でき、2 日目か
ら運用可能な設計を開発することです。

• 高いコスト効率：コスト効率：製品を選択するときに重要なもう 1 つの要件は、中
規模企業の予算に見合うようにすることです。

• 柔軟性とスケーラビリティ：企業が成長するにつれて、インフラストラクチャも拡張す
る必要があります。選択した製品は、アーキテクチャ内で成長に対応、または別用途
で利用できるものでなければなりません。

• 再利用：スペアとして必要な製品数を最小化するために、可能な限り、さまざまなモ
ジュール全体で同じ製品を再利用できるようにします。

User
Services   

Network
Services   

Network
Foundation   

Voice,
Video,

Web Meetings

Security, 
WAN Optimization,

Guest Access

Routing, Switching,
Wireless, and Internet

ビジネスの概要  

『中規模企業向け Cisco SBA ボーダレス ネットワーク基盤導入ガイド』は、中規模企
業における次の 5 つの主要なニーズに対応するように設計されています。

• 企業リソースへの信頼できるアクセスを提供する
• テクノロジーへの投資を選択および取り込むために必要な時間を最小限に抑える
• 従業員のモビリティを可能にする
• ゲストおよびパートナー アクセスを提供する
• 運用コストを削減する

企業リソースへの信頼できるアクセスを提供する 

データ ネットワークは、企業の運用および競争力の維持にとって不可欠です。オンライン
の従業員向けツールは、データ ネットワークが情報リソースへの信頼できるアクセスを提
供できる場合に限り、役立ちます。コラボレーション ツールとコンテンツ配信において、
効果的なユーザ エクスペリエンスを実現するためには、高速で低遅延のネットワーク イン
フラストラクチャが必要です。ただし、ネットワークが複雑になるにつれて、不適切な設計、
設定エラー、メンテナンスやアップグレードのための停止、またはハードウェアとソフトウェ
アの障害が原因で、ネットワーク アベイラビリティの損失または低パフォーマンスに関す
るリスク レベルも高まります。この導入ガイドで使用されている設計と方法は、これらの
リスクを最小限に抑えるために作成されました。

テクノロジーへの投資を選択および取り込むために必要な時間を最小限に 
抑える
新しいテクノロジーは、最適な機器を選択するために必要な時間、機器への投資、およ
び新しいテクノロジーを導入して運用準備を確立するために必要な時間と人員への投資
の観点から、多額のコストを強いる恐れがあります。市場には多数の選択肢が存在して
おり、ビジネス上の課題を解決するために、スケーラビリティ、成長、およびコストのバラン
スの面で最適な機器を選択するのは難しい場合があります。新しいテクノロジーを導入す
る際は、運用方法を理解し、既存のインフラストラクチャに効果的に統合する方法を確認
できるまでに時間がかかります。時間が経つにつれて、新しいテクノロジーの導入方法と
手順は、より効果的かつ正確になるよう洗練されていきます。

この導入ガイドでは、中規模企業に適した推奨機器、シスコによって開発されテスト済み
の方法と手順を示すことで、企業がテクノロジーを選択して実装するコストを軽減します。
このマニュアル内のガイダンスを適用することで、テクノロジーを企業のネットワークに吸
収させるために必要な時間が短縮され、テクノロジーを迅速かつ正確に導入できます。そ
のため、企業は投資効果を一足早く実感できます。

従業員のモビリティの実現 

ユーザがコンピュータと電話接続のためにデスクに縛り付けられることなく生産性を維持
できるため、ほとんどの企業の運用において効率化が促進されます。すべての会議出席者を
配線でつなぐことなく、会議室でネットワーク アクセスを提供することで、インフラストラ
クチャのコストを削減し、より生産性の高い環境を実現します。オフィス スペースの効率
性を向上させることによってオーバーヘッド コストの制御を目指している企業は、ワイヤレ
ス モビリティ機能を活用できます。たとえば、複数のユーザ間でワークスペースを共有し
たり、オフィス スペースの配線が困難なロケーションでもアクセス可能にしたり、昼食を
とる場所でアドホック会議を行えるようにしたりすることで、企業はワークスペースの効率
性を最大化できます。本社とリモート ロケーションで共通のネットワーク アクセスが提供
されると、ユーザはその日の作業場所に関係なく生産性を維持向上できます。

この設計は、ユーザが施設内を移動しながらアプリケーションへのアクセスを維持できる
ようにすることで、従業員の生産性を向上させるモビリティ サービスを提供します。また、
オフィス スペースを最大限使用することでコストを制御します。
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ゲストおよびパートナー アクセスの提供
企業の設備は、顧客、パートナー、およびベンダーを含む幅広いゲストによって頻繁に
使用されます。このようなゲストの多くは、可能な限り生産的になれるよう、訪問してい
る企業のリソースにアクセスするためのネットワーク接続を望んでおり、また、自分の所属
する企業のネットワークとインターネットにも VPN 接続できることを望んでいます。しか
し、企業のユーザと同じレベルのネットワーク アクセスをゲストに提供することは、企業
にとっては重大なリスクにさらされることになります。さらに、ゲストの数や訪れる回数が
一定ではないため、接続が必要なタイミングや場所を予測することは困難な場合がありま
す。この設計では、企業の内部リソースへのアクセスを許可せずに、インターネットへの
認証済みのゲスト アクセスを提供するワイヤレス サービスが用意されています。

運用コストの削減 

企業は、エンド ユーザに対するネットワークの効率性を維持しながらネットワーク運用コ
ストを削減する機会を常に窺っています。運用コストには、物理操作（電力、冷却など）
のコストだけではなく、ネットワークの監視とメンテナンスを行う IT 部門にスタッフを配置
するのに必要な人件費も含まれます。さらに、ネットワークの停止とパフォーマンスの問
題による生産性の損失や事業継続の中断など、数値化するのが難しいコストが発生しま
す。

この導入ガイドで示すネットワークは、ネットワークの一部の障害または停止に対応する
復元力があり、ネットワークの停止が発生した場合にスタッフがサービスを運用およびト
ラブルシューティングしてサービスに復帰できる堅牢で簡素化された設計を提供します。

アーキテクチャの概要
このガイドのモジュールでは、企業全体における通信を可能にする設計について説明しま
す。このセクションでは、導入する必要があるネットワーク コンポーネントまたはサービ
スに固有の、アーキテクチャ上のガイダンスが記載されています。

LAN モジュール 

ネットワーク内にある全モジュール間の通信ハブとしての LAN コアは、設計において最
も重要なモジュールの 1 つです。コアで必要な機能（主に耐障害性と高速スイッチング）を
提供できるシスコ製品は複数存在しますが、このアーキテクチャは、インフラストラクチャ
が企業とともに成長できるように柔軟性を備えています。

この設計では、3 つのオプションが提供されます。
• 1 つ目のオプションでは、Cisco Catalyst® 3750 スイッチを使用した復元力のある
コア スタック設計とともに、最大 600 人のユーザがサポートされます。

• 2 つ目のオプションは、デュアル スーパーバイザ モジュールを搭載する、復元力のあ
る Cisco Catalyst 4507RE シャーシです。1,000 人のユーザが対象です。

• 3 つ目のオプションは、復元力のある仮想スイッチング システム（VSS）で構成され
た Cisco Catalyst 6500 スイッチのペアを使用します。ユーザ 2,500 人まで拡張で
きます。

3 つのオプションはすべて、必要な耐障害性と帯域幅キャパシティ、および他のモジュー
ルからデバイスを接続するために必要な物理ポート数の観点から、ポート密度を提供しま
す。選択される実際の製品は、ビジネス ニーズと企業のサイズによって決まります。

最大 600 人のユーザ：Cisco Catalyst 3750 製品ラインは、StackWise® テクノロジー
によって復元性とアベイラビリティを実現する、固定ポートのスタック可能なギガビット 
イーサネット スイッチです。

Cisco Catalyst 3750 スイッチは、レイヤ 2 とレイヤ 3 の両方のスイッチング機能を備え
ており、LAN 内の他のモジュール間でトラフィックをルーティングするよう設定されます。
将来、より多くのポートがコアで必要になった場合は、別の Cisco Catalyst 3750 スイッ
チをコア スタックに容易に追加できます。シスコでは設計を検証するとき、着脱可能小型
フォームファクタ トランシーバを使用する、スタックした Cisco Catalyst 3750G-12S-E 
スイッチのペアを使用しました。このトランシーバは、ポート単位でツイストペアまたは光
ファイバ ケーブルのいずれかを使用できるオプションを提供します。さらに、Cisco 
Catalyst 3750 スタックでは、スタック メンバーを稼働中に追加してポート容量を増やす
ことができます。この追加容量によって良好なレベルのアベイラビリティが確保され、ダウン
タイムは最小限に抑えられます。

最大 1,000 人のユーザ：より多くのユーザをサポートする設計では、追加のスイッチン
グ容量と、追加のクライアント LAN アクセス スイッチに接続するためのより多くのポート
が必要です。この設計では、コアで必要な耐障害性を確保するために、デュアル スーパー
バイザ モジュール、デュアル電源装置、デュアル イーサネット ブレードを装備した、復
元力のある Cisco Catalyst 4507RE スイッチを選択しました。柔軟性のあるシャーシ設
計のため、必要なアップリンク ポート数と速度に合わせて、異なるラインカード オプ
ションを選択できます。帯域幅とポートの要件が増大したら、別のラインカードを Cisco 
Catalyst 4507RE スイッチに追加できます。
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最大 2,500 人のユーザ：企業が成長し続けるにつれて、高速ポート数とスイッチング容
量が増え、要求も増大します。このニーズには、ハイ アベイラビリティを備えた Virtual 
Switching System 1440 内に設定された、2 台の Cisco Catalyst 6500 シリーズ ス
イッチ（VS-720 スーパーバイザ ブレード搭載）で対応します。Cisco Catalyst 6500 
プラットフォームは、本社サイトに接続されたユーザが多数存在する大規模企業をサポー
トするために、ラインカード設定における最大の柔軟性、10 ギガビット接続向けの高レ
ベルのポート密度、およびレイヤ 2 とレイヤ 3 スイッチング向けの非常に高い転送レー
トを実現します。

クライアント LAN アクセス モジュール
クライアント LAN アクセス スイッチは、エンド ユーザのデバイスをネットワークに接続す
るという最も基本的な役割を担います。クライアント LAN アクセス設計は、有線のイー
サネット接続から直接、または接続済みのワイヤレス アクセス ポイント（AP）から間接
的に、接続済みのすべてのエンドポイントにレイヤ 2 スイッチング機能を提供します。スイッ
チは、アクセス ポート上とコアへの接続の両方において、すべてのエンドポイント デバイ
スに十分な帯域幅を提供する必要があります。

LAN アクセス スイッチの役割としてもう 1 つの重要な機能は、Power over Ethernet
（PoE）を提供することです。PoE/PoE+ は、IP 電話、ワイヤレス アクセス ポイント、セ
キュリティ カメラ、およびその他の低電力デバイスに電力を提供します。PoE/PoE+ 対
応のエンドポイント デバイスは、単一のツイストペア イーサネット ケーブルからネットワー
ク接続と電力の供給を受けます。このケーブルにより、カメラやワイヤレス アクセス ポイン
ト用の電源を天井などの場所に取り付ける必要がなくなります。設計に PoE を含めるこ
とで、将来の PoE デバイス導入時のネットワーク リエンジニアリングにかかる追加コス
トを削減できます。

中規模企業向け SBA 設計は、10/100/1000 アクセス ポート、ギガビット イーサネット
と 10 ギガビット イーサネット アップリンク、および PoE+ を提供する 4 つの製品ライン
によって、LAN アクセス スイッチングの要件に対応します。次の製品を選択できます。

• Cisco Catalyst 2960-S シリーズは、スタッキング機能と複数のアップリンク オプ
ションを備えた、低コストの固定構成スイッチです。

• Cisco Catalyst 3560-X シリーズは、低いポート密度の要件を持つアクセス レベル 
スイッチング環境に柔軟性と機能を提供するモジュラ アップリンクを備えた、スタック
非対応の固定構成スイッチです。

• Cisco Catalyst 3750-X シリーズは、拡張可能なモジュラ アップリンクを備えた、
固定ポートのスタック可能スイッチです。

• Cisco Catalyst 4500 E シリーズは、大規模な高密度導入のために広範なラインカー
ド設定オプションを備えた、柔軟性のあるシャーシ ベースのモジュラ スイッチを提供
します。

サーバ ルーム /拡張サーバ ルーム モジュール 

サーバ ルーム スイッチは、ネットワーク内のさまざまなデバイスにネットワーク サービス
とユーザ サービスを提供するサーバおよびアプライアンスに、ネットワーク接続を提供し
ます。サーバ ルーム設計では、Cisco Catalyst 3750-X と Cisco Catalyst 3560-X 
スイッチの 2 つの製品ラインから選択できます。Cisco Catalyst 3750-X は、
StackWise Plus 機能によって、柔軟性の高いポート密度、オンラインの拡張性、およ
び耐障害性を確保します。Cisco Catalyst 3560-X スイッチは、スイッチの復元力が優
先事項ではない用途に対して、低コストのオプションを提供します。

サーバ ルーム方式と、クライアント LAN アクセス方式によって、デバイスをネットワーク
に接続します。スイッチ モデルが異なるこの 2 つの方式の違いは、PoE による LAN アク
セス方式の要件への対応です。PoE 対応デバイスはサーバ ルームでは一般的ではありま
せんが、PoE 対応スイッチを使用することで、検討するに値する利点が得られます。PoE 
非対応のスイッチを使用した場合の初期コストのわずかな節約は、複数のモジュール間で
同じスイッチを使用する利点ほどの価値にはなりません。LAN アクセス スイッチとサーバ 
ルーム スイッチでは設定は異なりますが、複数のモジュール間で単一のスイッチ タイプを
使用できるため、より単純なスペア確保と管理が可能になり、運用コストが削減でき、企
業が成長するにつれて再利用のチャンスが高まります。

WAN モジュール 

WAN 集約は、本社とリモート サイト間の接続ポイントです。WAN はすべてのロケー
ションを相互接続し、本社でインターネットのトラフィックを集約します。SBA 設計には
インターネット アクセスが含まれていますが、インターネットはロケーション間の接続に
は使用されません。「WAN モジュール」は、次の 2 つのサイズ範囲に対応します。

• WAN-25 は、本社によるおよそ 25 のリモート サイトの WAN 集約に対応します。
• WAN-75 では、1 つの場所に集約された最大 75 サイトに対応する、より大きい 

WAN がサポートされます。これには、地域の WAN 集約に WAN-25 設計を使用し
ている地域サイトが含まれることがあります。

本社のルータで追加のサービスをサポートできるかどうかは、デバイスの選択に影響を与
えます。デバイスは、主要な機能であるロケーション間トラフィックのルーティング以外に、
ソフトウェア機能またはアドオン ハードウェア モジュールの拡張機能によって提供される
音声サービス、メディア サービス、ゲートウェイ サービス、アプリケーションの最適化、
およびセキュリティ機能をサポートする必要があります。

これらすべての要件を考えると、Cisco 3925 第 2 世代サービス統合型ルータ（ISR 
G2）が、WAN-25 採用の本社ルータまたは地域の集約サイトで推奨されるオプション
です。WAN-75 設計では Cisco 3945 ISR G2 が推奨されます。

Cisco 3945 と 3925 の ISR G2 は、高速ルーティングと、本社とリモート サイト間の
接続のニーズに合わせた他のサービス（音声など）を可能にする、柔軟性のあるモジュ
ラ プラットフォームです。
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リモート サイトは、コンピュータ、IP 電話、およびワイヤレス接続を使用する 25 人まで
のユーザをサポートするよう設計されています。電子メールおよびその他のアプリケー
ションへのユーザ アクセス、IP 電話、およびインターネット アクセスは、WAN 経由で提
供されます。リモート サイトにおいて、LAN アクセス スイッチは IP 電話とワイヤレス AP 
用に PoE を提供するため、デバイスごとに個別の電源接続は必要ありません。

さらに、QoS とアプリケーションの最適化によって WAN 帯域幅を効果的に使用するこ
とができ、コストが削減されパフォーマンスが向上します。

Cisco ISR G2 モデル 2911、2921、および 2951 は、リモート サイトを本社に接続す
る場合に推奨されるプラットフォームです。3 つすべてのプラットフォームが、音声ゲート
ウェイ機能を装備した統合サービスを提供します。このサービスにより、公衆電話交換網
（PSTN）へのローカル接続、アプリケーションの最適化、およびデータ、音声、ビデオ サー
ビスの利用が WAN を介して実現します。

リモート サイトでの LAN アクセスの場合、Cisco Catalyst 2960-S、Catalyst 
3560-X、または Catalyst 3750-X が、SBA 設計で使用される製品です。それぞれでシン
プルなネットワーク アクセスと PoE が可能です。「使いやすさ」を追求するという原則に
従って、各製品には本社の LAN で使用される Cisco Catalyst 3750-X、3560-X、お
よび 2960-S スイッチと同じ基本設定が適用されます。これによって、導入と運用のコス
トが最小限に抑えられます。

リモート サイトでのワイヤレス接続の場合、SBA 設計では、Cisco 1140、1260、およ
び 3500 シリーズ AP が使用されます。これらは本社のワイヤレス コントローラによって
管理されます。

QoS モジュール
複数のアプリケーションが単一のトランスポートを共有するネットワークでは、十分なアプ
リケーション パフォーマンスを確保するために、さまざまなレベルのサービスを提供する
必要があります。音声のようなリアルタイム トラフィックは、遅延とドロップの影響を受け
やすいため、データ ストリームが中断されないように優先して処理する必要があります。
企業は QoS によって、データ アプリケーションとマルチメディア アプリケーションの両方
に対してさまざまなトラフィック タイプを定義し、リアルタイム トラフィックと重要なビジ
ネス アプリケーションの優先度を決定論的に処理できます。

LAN では、高帯域幅、ギガビットと 10 ギガビット イーサネットが使用できることから、
QoS の必要性はそれほどありませんが、高速 LAN にもトラフィック フロー管理でパケッ
ト遅延またはバッファ内でのドロップが起こる輻輳ポイントは存在します。WAN では、
WAN を通過するために LAN を出るとき、使用可能な帯域幅の差が非常に大きくなる可
能性があり、高帯域幅から低帯域幅に入る際に輻輳ポイントが発生するため、QoS の必
要性はより明白です。QoS は帯域幅を作り出すものではない、ということを理解すること
が必要です。1 つのクラスから帯域幅を取得して、優先順位が高い別のクラスに提供する
ものです。

QoS は基盤設計の重要な部分であり、かつて分離された音声ネットワークとデータ ネッ
トワークを、企業が単一の IP ベースのトランスポートに統合できるようにします。設計の
「使いやすさ」の目標との一貫性を保つため、QoS は可能な限りシンプルにして、ネット
ワークにおけるリアルタイム トラフィックの正しい運用を維持し、必要に応じて企業が特
定のビジネス クリティカル アプリケーションの処理の分類をカスタマイズできるようにし
ています。QoS は設計全体を通じて統合されており、QoS を設定するための手順は、
デバイス固有の設定を必要とするモジュールに含まれています。

QoS 設計は、次のことを行うために必要なガイダンスを提供します。
• アプリケーションのマップ先となる制限された数のクラスを設定する
• 帯域幅と優先順位ポリシーを使用してサービスのさまざまなクラスを処理する
• 意図した結果を達成するために、ポリシーを LAN および WAN インターフェイスに
マップする

このアプローチは、企業の増大するニーズを処理するために拡張できる強固なベースラ
インを確立します。

ワイヤレス モジュール
基盤設計には、ユーザのいる場所に関係なく、接続された状態を保持してユーザの効率を
向上させるために、有線とワイヤレスの両方のアクセスが必要です。この設計では、音声、
データ、および場合によってはビデオを転送するために、802.11 Wi-Fi テクノロジーを
使用します。ワイヤレス設計は 802.11a/b/g/n をサポートしており、従来の Wi-Fi ネット
ワークを現在提供可能な最も高速かつ高パフォーマンスのインフラストラクチャに容易に
移行できます。

従来のワイヤレス ネットワーク設計では、各アクセス ポイント（AP）が個別に設定およ
び管理される、自律またはスタンドアロンの AP モデルを使用していました。この方法では、
ネットワーク サイズと機能の監視および拡張が困難でした。ワイヤレスの SBA 設計の中
核は、企業のサポートに必要な AP とロケーションの数に対応できるよう拡張可能な、
一元化されたワイヤレス コントローラ（WC）アプライアンスです。

ワイヤレス設計では、1 台で最大 500 個の AP をサポートする 5508 シリーズ ワイヤレ
ス コントローラを使用することをお勧めします。設計を単純かつ復元力があるものにし、
またセキュアでスケーラブルな状態に保つために、ゲスト トラフィック、データ、および企
業ユーザの音声トラフィックには WC を 2 台使用します。認証によって従業員に内部ネッ
トワーク アクセスを提供する AP が、ゲストおよびパートナー アクセスも提供します。ゲ
スト アクセス データは、各 AP から WC にトンネリングされ、保護された VLAN 経由で
ファイアウォールに渡されます。ファイアウォールは、これらのユーザによる内部資産への
アクセスを防止します。必要に応じてさらにスケーラビリティと復元力を確保するために、
WC を追加できます。



7はじめに

WLAN で使用されるアクセス ポイントは、802.11a/b/g/n がサポートされる Cisco 
1140、1260、および 3500 シリーズの Lightweight AP です。AP 運用のための電力は、
LAN スイッチから Power over Ethernet を使用して提供されるため、すべてのロケー
ションで電源コンセントなしでのインストールが可能です。設計の標準化および効率化の
ため、本社とリモート サイトの両方のロケーションで、同じ Cisco AP モデルが使用さ
れます。リモート サイトが本社の WC への接続を失った場合は、そのサイトの AP がスタン
ドアロン モードで動作し続け、トラフィックをローカルに切り替えます。

すべてのロケーションで、データ、音声、およびゲスト アクセス用に同じワイヤレス サー
ビス ID（SSID）を提供するため、モビリティが容易になります。SSID はネットワーク
間で共通ですが、設計では効率的な転送を実現するため、リモート サイトのローカルな
音声とデータのために WLAN トラフィックを切り替えます。内部ネットワークにアクセス
するためには、RADIUS 認証が使用されます。ゲストの WLAN は、期限切れのアカウン
ト アクセスを制御する OPEN Web 認証を使用します。

セキュリティ モジュール 

設計内には、セキュリティを確保または向上させる要件と機会が多数あります。導入ガイ
ドでは、モバイル テレワーカーと SOHO（スモール オフィス、ホーム オフィス）ワーカー
用のソフトウェアおよびハードウェア VPN について説明します。デバイスをスイッチに接
続する、スイッチ ポート レベルにセキュリティを追加します。このタイプのセキュリティに
ついては、「LAN モジュール」と「WAN モジュール」で詳しく説明します。

本社には、ビジネス情報資産を保護するための別のセキュリティ レイヤがあります。これ
らのデバイスは、潜在的な脅威から直接および間接的に防御します。

本社のセキュリティ境界にある最初の製品は Cisco ASA 5500 です。ASA 5500 は強
化された多機能デバイスで、リモート ユーザとモバイル ユーザのためにファイアウォール
機能、VPN、および SSL VPN アクセスを備えています。Cisco ASA 5500 には、サー
ビス モジュール用のスロットもあり、この設計で使用されるサービス モジュールは IPS モ
ジュールです。

IPS SSM 機能 

IPS モジュールは、アプリケーション レイヤ データを検査し、パケットの内容または送信
者の評判に基づいて悪意のあるトラフィックをブロックできるようにします。

間接的なセキュリティは、侵入検知を使用して設定されます。これは脅威を監視するため
の受動的な方法です。脅威が検出されたら、軽減の手順を行うことができます。Cisco 
IPS 4200 シリーズを使用することで、企業はネットワーク トラフィックの潜在的な脅威を
継続的に監視できます。脅威が検出されたら、該当するリソースにアラートを送信して、
問題を解決するための措置を実行できます。

テレワーカーおよびリモート アクセス VPN 

テレワーカーとリモート ワーカー アクセスの両方にとっての基盤は、バーチャル プライ
ベート ネットワーク（VPN）テクノロジーの使用です。

リモート モバイル ワーカーは、コーヒー ショップ、ホテル、空港、およびその他の場所
でホットスポットを使用して、インターネットにアクセスします。モバイル ワーカーは、イン
ターネットへの接続後に、ソフトウェア VPN クライアントを使用して企業リソースに安全
にアクセスできます。シスコは、このために SSL および IPsec ソフトウェア VPN クライ
アントを提供しています。

テレワーカーとは、本社でもリモート サイトでもない、ホーム オフィスなどをプライマリ 
ロケーションとして働くユーザを指します。大半のテレワーカーの活動では、本社への専
用 WAN 接続を設定するほどではないものの、リモート サイトまたは本社のユーザと同レ
ベルの接続性が必要とされます。インターネット経由で本社に接続する方が経済的です
が、インターネットは本質的に安全とはいえません。そのようなユーザは、自分の場所に
あるコンピュータ、IP 電話、および場合によってはプリンタとワイヤレス AP を接続する
必要があります。テレワーカーは、ネットワーク接続されたオフィス機器（IP 電話と AP 
用の PoE を含む）のためにセキュアな接続とポートを必要とします。

Cisco ASA 5505 は、この状況に最も適しています。これは、経済的かつフル機能のファ
イアウォールで、8 個の 10/100 ポートを備えています。そのうちの 2 つでは、IP 電話と 
AP を使用できるように PoE がサポートされます。Cisco ASA 5505 は、テレワーカー
のロケーションから本社への高速なセキュア接続のためにハードウェア ベースの VPN も
提供します。デバイスは、テレワーカーのロケーションに出荷する前に事前構成できます。
必要なセキュリティを確保しながら、簡単に使用および導入できます。

UC/IP テレフォニー モジュール 

企業は、データ ネットワーク インフラストラクチャの投資収益率を最大にすることを期待
しています。導入されている一般に普及したテクノロジーの 1 つは、IP テレフォニーです。
IP テレフォニーは、基本的に、古いスタンドアロンの電話スイッチからソフトウェア ベー
スのスイッチへの移行となります。データ通信と音声通信に個別のケーブル計画を使用す
るのではなく、音声通信のための物理的なトランスポートとしてデータ ネットワークを使
用します。IP テレフォニーとその他の形式の通信（ビデオなど）を定義する市場カテゴリ
は、ユニファイド コミュニケーション（UC）と呼ばれます。この設計では、すべてのモジュー
ルで最初から Cisco UC ソリューションがサポートされています。そのため、Cisco UC
（特に IP テレフォニー）をこの設計に追加するために、追加の作業やネットワーク基盤の
リエンジニアリングは必要ありません。
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シスコのユニファイド コミュニケーションには、2 つのソフトウェア コンポーネントがありま
す。1 つ目は Cisco Unified Communications Manager です。Communications 
Manager は、IP テレフォニーとその他の通信アプリケーションを相互接続および管理す
るためのハブです。2 つ目は Cisco Unity® Connections です。Unity Connections は、
最大 1,000 人のユーザのためのボイスメールや、電子メールの受信トレイとボイスメール
の統合などのサービス、および生産性を向上させるその他多数の機能を提供します。

IP テレフォニーやボイスメールなどの UC アプリケーションは、ユーザの数や適用される
機能に基づいて、異なる処理とストレージの要件を持っているため、想定される使用方法
によって適切なプラットフォームを選択することが重要です。この設計では、Cisco 
Unified Communications MCS 7835 と Cisco Unity Connections MCS 7835 
が推奨されます。

アプリケーション最適化モジュール 

リモート サイトでは、アプリケーションにアクセスするためにメイン オフィスに接続する必
要があります。この接続は、事業の収益に影響を与えます。そのため、コスト効率のため
に使用効率を最大限高めることが重要です。アプリケーションの最適化によって、追加の
帯域幅を購入するコストをかけることなく、より多くの音声とデータが WAN リンクを通
過できるようになります。UC モジュールと同様、最小限のコストと労力でアプリケーション
の最適化を追加できることが重要な要件です。

Cisco Wide-Area Application Services（WAAS）ソフトウェアが推奨されます。
WAAS は、アプリケーション、WAN リンク、およびユーザ数に応じた特定のパフォーマン
ス要件に基づいて選択されるさまざまなデバイスで稼動します。

WAAS ソリューションには、3 つのコンポーネントがあります。各リモート サイトのアプ
リケーション最適化デバイス、リモート サイトの集約ポイントとして機能する本社のアプリ
ケーション最適化エンドポイント、および WAAS ソリューション全体のコントロール ポ
イントである Central Manager です。SBA 設計では、リモート サイトのルータでは 
Cisco Wide-Area Engine（WAE）502 NM ま た は Cisco Services Ready 
Engine（SRE）、本社のアプリケーション高速化エンドポイントには Cisco WAVE 
574/674 アプライアンス、および本社の Central Manager としては Cisco WAVE 
274 が使用されます。

サーバ ロード バランシング モジュール 

アプリケーションのパフォーマンスとアベイラビリティは、従業員の生産性と企業の収益
に直接影響します。企業がグローバル レベルでビジネスを行う場合、ビジネス プロセス
と目標を達成するためには、アプリケーションのアベイラビリティとパフォーマンスの問題
に対処することがより一層重要になります。

サーバ ロード バランサ（SLB）は、サーバ間に負荷を分散して、クライアント リクエス
トへの応答の向上、アプリケーション応答とアベイラビリティの向上、ネットワーク ベー
スのアプリケーションに依存する企業の生産性を向上させます。

アプリケーション コントロール エンジン（ACE）は、レイヤ 4 ～レイヤ 7 までのスイッチン
グ向けにシスコの最新の SLB 製品、TCP 処理オフロード、Secure Socket Layer
（SSL）オフロード、圧縮、およびさまざまなその他の高速化テクノロジーを提供します。

SBA 設計で使用する場合は、Cisco ACE 4710 アプライアンスを推奨します。
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グローバル コンフィギュレー
ション モジュール

ビジネスの概要
多数のインスタンス間で設定または変数を標準化できると、複雑さが軽減され、理解に
役立ちます。ネットワークが複雑になるにつれて、リスクを低減し、コストを削減するため
に企業は運用を単純化するように努めます。IT チーム メンバーは、午前中は LAN インフ
ラストラクチャ、午後はインターネット エッジ、夕方には WAN の問題を処理するという
ように、より小さい企業では多数の仕事をこなすことが要求されます。共通の管理者ロー
ルを使用してネットワーク デバイスにアクセスし、イベントの関連付けに役立つタイムス
タンプとともに多数のデバイスから統計情報を収集できることは、ネットワークの導入と
監視に関する課題を減らす上で重要です。

『基盤導入ガイド』の「グローバル コンフィギュレーション モジュール」は、ネットワー
ク デバイス アクセス、ネットワーク プロトコル設定、およびネットワーク管理アプリケー
ション アクセスのベースラインを保護するための標準化されたアプローチを提供すること
で、企業に利益をもたらします。最終的には、簡単に導入および管理できるネットワーク
基盤が構築され、運用コストの削減に役立ちます。

技術概要
小規模な IT チームのスタッフは、LAN と WAN 用のスイッチとルータのネットワーク、セ
キュリティおよびその他のネットワーク サービスを提供するネットワーク アプライアンスと
モジュール、および IP テレフォニーなどのネットワーク ベースのユーザ サービスの管理を
困難だと感じる場合があるかもしれません。一般的な設定、機能、およびサービスを標
準化できると、修復の時間が削減され、新しいスタッフへのネットワーク運用に関するト
レーニングが容易になります。

このモジュールでは、最大 2,500 人のユーザに対応する SBA ネットワーク設計における
設定推奨事項を説明します。これはどの Cisco IOS ルータとスイッチにおいても共通と
なる事項です。

一貫性がありセキュアなネットワーク デバイス アクセスを提供するために、Secure Shell
（SSH; セキュア シェル）プロトコルをネットワーク間で使用することを推奨します。ブラウ
ザ ベースのアクセスが必要な場合は、HTTP と HTTPS の両方のアクセスがサポートされ
ます。（時間が経つと変わることがある、すべてのデバイスの IP アドレスを覚える代わりに）
限定された IP ドメイン名を使用すると、デバイスへのアクセスに役立ちます。一部のネッ
トワーク デバイスでは、運用のために IP ドメイン名サービスも必要です。最後に、設定を

印刷したものを確認しているユーザが機密パスワードを見ることができないようにするため
に、パスワード暗号化サービスを使用します。

ネットワーク内のイベントや異常をトラブルシューティングする場合、多数のデバイス間で
イベントを関連付けられることが重要です。ネットワークの基盤には、ネットワーク タイム 
プロトコル（NTP）を推奨します。これは、ネットワーク イベントとデバッグ ログについ
て一貫性のある同期されたタイムスタンプを提供するためです。ネットワーク デバイス ロ
グ間で同じ時点を表示できると、問題のトラブルシューティング時に役立つことがあります。

このモジュールでは、グローバル コンフィギュレーションを構成する各手順の実行方法に
ついて説明します。  

技術的なヒント

 実際の設定と値は、お客様の現在のネットワーク設定によって異なります。特定の
モジュールのすべての設定と構成変更を投入前に確認し、意図およびネットワーク
に対する潜在的な影響を十分に理解するようにしてください。

 
   プロセス 

   グローバル コンフィギュレーションの実行
1. デバイス ホスト名の設定
2. ローカル ログインとパスワードの作成
3. ホスト ルックアップ用の DNS の設定
4. NTP を有効にして、現地のタイム ゾーンを設定
5. RSA キーペアの生成
6. HTTP または HTTPS アクセスの有効化
7. SSH の有効化
8. 管理のための SNMP の有効化

次のグローバル システム管理手順は、ネットワーク管理を単純化および保護します。
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   手順 1 デバイス ホスト名の設定

ステップ 1：識別を容易にするには、デバイス ホスト名を設定します。これは通常、
DNS でのデバイス名からドメイン名を削除したものと一致します。

hostname [hostname]

ステップ 2：IP ドメイン名を設定します。SSH を設定する前に、デバイスでドメイン名を
定義する必要があります。

ip domain-name [domain name] 

   手順 2 ローカル ログインとパスワードの作成

enable password によって、デバイス コンフィギュレーション モードへのアクセスが保
護されます。パスワードの暗号化を有効にすると、コンフィギュレーション ファイルからプ
レーン テキストのパスワードを読み取るのが困難になります。

パスワードの暗号化を有効にする場合は、企業のセキュリティ標準に従ってください。

ステップ 1：デバイスと設定を保護するために、有効パスワードとパスワードの暗号化を
設定します。

enable secret [password] 
service password-encryption

ステップ 2：ローカル ログインのためにユーザとパスワードを設定します。
username [username] password [password]

 
   手順 3 ホスト ルックアップ用の DNS の設定

IOS デバイスのコマンド ラインでは、IP アドレスの代わりにドメイン名を入力できると便
利です。

ネットワークの DNS サーバの IP アドレスを使用して、ネーム サーバ コマンドを設定しま
す。

ip name-server 10.10.48.10

   手順 4 NTP を有効にして、現地のタイム ゾーンを設定

ネットワーク タイム プロトコル（NTP）は、ネットワーク内のすべてのデバイス間で時間を
同期するよう設計されています。

ネットワーク デバイスは、ネットワーク内のローカル NTP サーバに同期するようプログラ
ムされている必要があります。

ステップ 1：NTP を有効にします。
ntp server 10.10.48.17
ntp update-calendar

ステップ 2：デバイスの場所のローカル タイム ゾーンを設定します。
clock timezone PST -8 
clock summer-time PDT recurring 

   手順 5 RSA キーペアの生成

SSH と HTTPS を使用する場合は、デバイスには RSA 暗号鍵が必要です。ip http 
secure-server を設定すると、RSA キーが自動的に生成されますが、より長いキーペ
アを指定するために、RSA キーペア設定を手動で定義します。

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048 

 
   手順 6 HTTP または HTTPS アクセスの有効化

HTTP アクセスを有効にすると、標準の HTTP（TCP 80）と HTTPS（TCP 443）の
両方に Web ベースの GUI を使用できます。

ステップ 1：HTTP（S）アクセスを有効にします。
ip http server 
ip http secure-server

技術的なヒント

 端末および Web アクセス方式のセキュア バージョンが存在しており、可能な場合
は使用する必要があります（たとえば、Telnet を SSH で置き換える、HTTP を 
HTTPS で置き換えるなど）。スイッチ Web インターフェイスへのセキュア アクセ
スを許可することのみが目的である場合は、コマンド「no ip http server」を
発行します。

   手順 7 SSH の有効化

ネットワーク デバイスのリモート コンソール管理には、セキュア シェル（SSH）が推奨
されます。SSH は、ネットワークを介して機密データがクリア テキストで転送されることを
防止するセキュア リンクを設定します。
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ステップ 1：SSH を設定する前に IP ドメインを設定します。
ip domain-name [domain name]

ステップ 2：バージョン 1 よりも向上したセキュリティを確保するため、SSH をバージョン 
2 に設定します。

ip ssh version 2

ステップ 3：セキュアな認証では、デバイスで設定されたローカル アカウント、またはネッ
トワーク内の認証サーバでのアカウントを使用できます。次のコマンドを使用すると、リモー
ト SSH ログインが有効になります。

line vty 0 15 
login local 
  transport input ssh

ステップ 4：（任意）アクセス リストを使用して、デバイスにアクセスできるネットワークを
制限できます。この例では、10.10.48.0/24 ネットワーク上のデバイスだけが、SSH 経
由でデバイスにアクセスできます。

line vty 0 15 
  access-class 55 in 
access-list 55 permit 10.10.48.0 0.0.0.255 

技術的なヒント

 コンフィギュレーション ガイドで使用されている IP アドレス、VLAN 番号、および
その他の固有値は、すべて例示することのみを目的としたものです。

   手順 8 管理のための SNMP の有効化

ステップ 1a：ネットワーク管理のために読み取り専用と、読み取りと書き込みの SNMP コ
ミュニティを定義します。この例では、読み取り専用コミュニティは「cisco」で、読み取り
と書き込みコミュニティは「cisco123」です。SNMP バージョン（2c）が使用されます。

snmp-server enable 
snmp-server community cisco RO 
snmp-server community cisco123 RW

ステップ 1b：（任意）SNMP サーバでアクセス リストを使用して、デバイスにアクセスで
きるネットワークを制限します。この例では、10.10.48.0/24 ネットワーク上のデバイスだ
けが、SSH 経由でデバイスにアクセスできます。

  snmp-server enable 
  snmp-server community cisco RO 55
  snmp-server community cisco123 RW 55
  access-list 55 permit 10.10.48.0 0.0.0.255

技術的なヒント

 この設計内には、スイッチやルータからさまざまなアプライアンスやモジュールまで、
さまざまなデバイスがあります。ほとんどの製品は、初期ブートおよびスタートアッ
プ コンフィギュレーションではコマンドライン インターフェイス（CLI）に依存してい
ます。製品が初期ブート設定から起動され稼動状態になると、多くの製品は GUI 
も提供します。初期ブート セットアップの後でどの程度 GUI から各デバイスを設定
できるかは、製品ごとに異なります。

VLAN 割り当て
VLAN 番号を IP サブネットと一致させると、VLAN 設定が単純化されます。この導入ガ
イドでは、IP アドレスの 3 番目のオクテットを使用し、簡単に参照できるように 100 を
追加して VLAN 番号を判別しました。100 を追加することで、VLAN 番号が 1 または 0 
になる（一部のデバイスでは問題になることがあります）ことを防ぎながら、VLAN ID を
容易に覚えられるようになります。

本社の VLAN

Vlan100 管理用の本社有線データ 10.10.0.0/24

Vlan102 本社の有線音声 10.10.2.0/24

Vlan115 本社の管理 10.10.15.0/24

Vlan116 本社のワイヤレス データ 10.10.16.0/24

Vlan120 本社のワイヤレス音声 10.10.20.0/24

Vlan126 ワイヤレス ゲスト 10.10.26.0/24

Vlan132 WAN コア 10.10.32.0/24

Vlan148 サーバ ルーム 10.10.48.0/24

Vlan149 サーバ ルーム 10.10.49.0/24

リモート サイト 1 VLAN

Vlan104 有線データ 10.11.4.0/24

Vlan106 有線音声 10.11.6.0/24
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LAN モジュール

ビジネスの概要
LAN は、1 つのフロアまたはビルに分散したエンド ユーザとデバイスに、ネットワーク コ
ミュニケーション サービスとリソースへの有線およびワイヤレス アクセスを提供するネット
ワーキング インフラストラクチャです。ネットワークに接続し、業務の実行、新しいアイ
デアの創出、および顧客との接続に役立つアプリケーションと情報にアクセスすることが
不可欠な今日においては、LAN がアクセスのポイントになります。

「LAN モジュール」では、ネットワークを構築するための製品選択を単純化し、ユーザの
接続を可能にすることについて説明し、接続済みユーザをサポートするネットワークを作
成します。ユーザの生産性は、業務の実行に必要なアプリケーションと情報への接続に
依存します。ネットワークに格納されるアプリケーションと情報には、企業の成功に不可
欠なネットワークの復元力とアクセスのしやすさが必要です。

「LAN モジュール」のセクションには、すべてを結び付けるネットワーク コアの構築、簡
単でもセキュアなアクセスを提供するクライアント アクセス、およびアプリケーションと
データがあるサーバ ファームの構築など、それぞれに関するベスト プラクティスに基づい
た模範的ガイダンスが記載されています。この模範的ガイダンスは、強固なネットワーク
基盤を構築することで新しいネットワークとソリューションを実装するのに必要な時間を
削減します。さらに、企業の固有のニーズを満たすためにカスタマイズすることもできます。

テクノロジー概要 

「LAN モジュール」には、ビル内またはビル グループ内にあるデバイス間の通信、および 
WAN とインターネット モジュールへの相互接続を可能にする設計が記載されています。

特に、このモジュールはネットワーク基盤と、有効にするサービスを導入する方法を示し
ます。

• 最大 2,500 人の接続済みユーザのための LAN 接続 

• バックボーン インターコネクトのためのコア LAN 設計
• 従業員の有線ネットワーク アクセス 

• アプリケーション サービスのためのサーバ ルーム接続 

• 音声サービス、ビデオ サービス、およびワイヤレス サービスのための有線インフラス
トラクチャ 

この設計では、設計をモジュラ グループまたはレイヤに分けるために 2 層の設計モデルを
使用します。設計をレイヤに分けることで、それぞれのレイヤが特定の機能に焦点を当て
ることができ、これによって設計が単純化され、導入と管理が容易になります。フラット
またはメッシュ ネットワーク アーキテクチャでは、変更が多数のシステムに影響を与える
傾向があります。階層設計は、運用上の変更をネットワークのサブセットに限定する際に
役立ちます。これによって、管理が容易になるだけではなく、復元力も向上します。

図 3-1  LAN 階層設計

図 3-1 に示すように、設計には次の 3 つのレイヤが含まれています。
• コア レイヤ：本社 LAN による中央集約 

• クライアント アクセス レイヤ：ユーザまたはエンドポイント アクセスを提供  

• サーバ ルーム レイヤ：ローカル アプリケーション サーバのために接続を提供

3 つのレイヤ（コア、アクセス、およびサーバ ルーム）はそれぞれ、ネットワークに異な
る機能を提供します。大規模企業では、ディストリビューション レイヤまたはアグリゲー
ション レイヤを追加して、ネットワーク層まで拡張することができます。中規模設計のター
ゲット サイズと LAN での一般的な接続に基づいて、2 つの層とサーバ ルーム レイヤを
使用します。 

リモート サイトの LAN では、本社と同じアクセス レイヤ機能を使用します。これによって、
この設計および機能が、すべてのロケーションで標準的に使用可能になります。
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LAN コア

ビジネスの概要
中規模企業向け SBA - ボーダレス ネットワーク設計では、本社または中央サイトの LAN 
のコアは、ユーザからアプリケーションまたはインターネット（本社とリモート サイトのど
ちらにある場合でも）へのすべての接続のためにハブを作成します。企業における IT の
運用全般における重要性を考えると、コア LAN 設計は、運用を保護するための復元力を
備え、企業の成長に合わせてスケーラブルである必要があります。

LAN コアで使用される設計とコンポーネントは、企業内の情報フローに強固な基盤を提
供するように選択されています。この設計は、復元力またはスケーラビリティを犠牲にす
ることなく、不要な複雑さをなくすよう単純化されています。

技術概要
ネットワーク コアは、ネットワーク内にある全モジュール間の通信のハブであり、設計にお
いて最も重要なモジュールの 1 つです。SBA 設計は次の 3 つのオプションを提供します。

• 最大 600 人のユーザに対する導入は、Cisco Catalyst® 3750 スイッチを使用した
復元力のあるコア スタック設計でサポートされます。

• 1,000 人のユーザをターゲットとした導入は、デュアル スーパーバイザ モジュールが
搭載された復元力のある Cisco Catalyst 4507R+E シャーシでサポートされます。

• 最大 2,500 人のユーザに対する導入は、ハイ アベイラビリティを備えた Virtual 
Switching System 1440 内に設定された、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッ
チ（VS-720 スーパーバイザ ブレード装備）2 台でサポートされます。

階層設計により、ネットワークを拡張できます。ディストリビューション レイヤとコア レイ
ヤは、レイヤ 3 IP ルーティングや IP デフォルト ゲートウェイ サービスなど、集約および
その他のサービスをクライアント アクセス レイヤに提供します。専用のコア レイヤは、ス
ケーラビリティを向上させる必要のある大きい LAN にレイヤ 3 接続バックボーンを提供
します。図 3-2 に示すように、2 層モデルは、企業のニーズに合わせて設計を大きくする
ことができるようにコア レイヤをディストリビューション レイヤと分けることで、3 層に拡
張できます。

図 3-2  スケーラブルな LAN 設計

SBA 設計は、いくつかの利点を提供するために、コア /ディストリビューション /アクセ
スという従来の 3 層の LAN モデルから来ています。図 3-3 に示すように、復元力のある
コア設計と従来の設計の主な相違点は、ネットワークのコアにあります。

• スタンドアロン コア ボックスのペアの代わりに、ディストリビューション レイヤ サービ
スとコア レイヤ サービスの組み合わせを提供する、復元力のあるコアが存在します。

• 物理的には、コアは、Cisco Catalyst 3750 スイッチのスタック、ハイ アベイラビリ
ティの Cisco Catalyst 4507R スイッチ、または Cisco Catalyst 6500 VSS（2 台）
です。

• コアは、コンフィギュレーションにおいて、また他のデバイスにとっても単なるデバイ
スとして認識されますが、十分な復元力を持つ設計になっています。

• Cisco Catalyst 3750 スタックは、StackWise スタック内のスイッチごとに独立し
た電力とプロセッサを備えています。

• Cisco Catalyst 4507R スイッチには、デュアル スーパーバイザ、ラインカード、お
よび電力があります。

• Cisco Catalyst 6500 VSS には、デュアル シャーシ、スーパーバイザ、ラインカード、
および電力があります。
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図 3-3  コア LAN

SBA LAN 設計では、ラインカードを Cisco Catalyst 4507R または 6500 スイッチに
追加するか、スイッチを Cisco Catalyst 3750 スタックに追加することで、停止なしで
容易に拡張できます。

従来の LAN 設計と 復元力のあるコア設計
図 3-4 に示す従来のデュアル コア設計には、各アクセス レイヤ スイッチから各コア スイッ
チへのアップリンクがあります。

図 3-4  従来の LAN 設計

回復時間が長くなるスパニング ツリー プロトコル（STP）を避ける方法として、2 つのコ
ア スイッチ間で VLAN をトランキングするのではなく、VLAN をアクセスからコアまで拡
張する方法があります。これによって、ループしたトポロジが存在しない「V」設計が構
築されます。

図 3-3 に示すこの設計では、障害からより迅速に回復できます。ただし、アクセス スイッ
チごとに個別の VLAN を設定する必要があり、VLAN は LAN 上の別の場所には存在で
きません。過去には、これは許容可能なソリューションでした。今日のネットワークには、
有線およびワイヤレス トラフィック用の音声 /データ VLAN があります。これに加えて、
セキュリティとネットワーク管理に必要な VLAN と、設定が必要な VLAN の数とサブネッ
トの数は多くなる可能性があります。アクセス スイッチごとに多数の固有の VLAN と IP 
サブネットを多数プロビジョニングすると、管理と IP アドレスの計画は困難になり、設計
が複雑になります。
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複数のアクセス スイッチ間で同じ VLAN を使用する LAN 設計の場合、ネットワークはト
ポロジ内のレイヤ 2 ループをブロックするために STP に依存する必要があります。STP 
には 2 つの主な短所があります。

• 他のテクノロジーと比較して、回復する時間が長くなります。
• ループを防止するには、アクセス レイヤからギガビット イーサネット リンクの 1 つをブ
ロックする必要があります。これによって、図 3-6 に示すように、使用可能な帯域幅
が半分にカットされます。

図 3-5  HSRP および VLAN スパニング アクセス スイッチを使用した従来のループした
設計

IPv4 クライアントでは、サブネットごとに 1 つのデフォルト ゲートウェイだけがサポート
されます。この単一の IP ゲートウェイ アドレスをハイ アベイラビリティにするには、
First-Hop Redundancy Protocol（FHRP; ファーストホップ冗長プロトコル）を使用
して、ゲートウェイ IP アドレスがアクティブ スイッチにあることを確認します。

Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）、
Gateway Load Balancing Protocol（GLBP; ゲートウェイ ロード バランシング プロ
トコル）、および Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP; 仮想ルータ冗長プロ
トコル）はすべて、IP ゲートウェイの冗長性を確保するために使用できる FHRP です。

• HSRP と VRRP は最も一般的な FHRP ですが、サブネット上のホストだけが一度に 
1 つのスイッチと通信できるため、コアへの冗長リンクはトラフィックを伝送しません。

• GLBP はより新しいプロトコルで、クライアントから複数のコア スイッチ間の発信トラ
フィックを分割することで、ある程度のロード バランシングを可能にします。ボリュー
ムにおいてデータの大部分となるリターン トラフィックは制御が困難で、ロード バラン
スを行うことができないことがあります。そのため、ロード バランスによる利点は小さ
く、トラフィックの決定性が低いため、単純な FHRP よりもトラブルシューティングが
困難になる可能性があります。

復元力のあるコアの利点 

図 3-6  SBA LAN 設計

復元力のあるコア モデルでは、コアからアクセスへのリンクは、単一の接続として表示さ
れます。アクセスからコアへのアップリンクはギガビット EtherChannel リンクのメンバー
であり、より大きい復元力を確保するために、リンクは 6500 VSS ペア内のスイッチ間、
コアが Cisco Catalyst 4507R スイッチである場合は複数のブレード間、またはコアが 
Cisco Catalyst 3750 スイッチのスタックである場合はスイッチ間で分割されます。

ループしたトポロジは存在しなくなりました。コアには、各アクセス スイッチへの単一の
論理リンクだけがあり、ハブアンドスポーク トポロジが作成されるためです。ループのな
いトポロジを使用した場合：

• どの障害においても STP による再コンバージェンスが必要ないため、回復時間が早く
なります。

• アップリンクはブロックされません。
• アクセス スイッチとコア間の両方のリンクで、EtherChannel によってロード バラン
スが行われるため、リンクをより効率的に使用するために着信データと発信データは
リンク間で分割されます。

• EtherChannel 内のリンクの数を 4 または 8 ギガビット リンクに増やすか、必要に
応じて 10 ギガビット リンクを使用することで、アクセス レイヤまたはサーバ ルームへ
の帯域幅を増やすことができます。
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• コアには、アクセス レイヤからの VLAN ごとに単一の論理インターフェイスだけがあ
ります。これによって、ファーストホップ冗長プロトコルを実行する必要がなくなり、
クライアントへの IP ゲートウェイのアベイラビリティを犠牲にすることもなく、設定の
複雑さが軽減されます。

• アクセス レイヤ クローゼットが大きく、複数のスイッチを必要とする場合はスタックす
ることができ、コア スタック内のスイッチ間で EtherChannel アップリンクを分割して、
スイッチまたはリンクの障害の影響を最小限に抑えることができます。

• コア設計は、数百人のユーザから 2,500 人のユーザが使用する LAN まで規模を拡
張できます。アクセス レイヤ スイッチの数が少ない小規模の LAN では、Cisco 
Catalyst 3750 スタックを使用できます。LAN が大きくなるにつれて、または最大 
1,000 人のユーザが使用するネットワークでは、Cisco Catalyst 4507R スイッチを
使用できます。最大レベルのアベイラビリティを必要とする、または最大 2,500 人の
ユーザに規模を拡張する中規模ネットワークでは、Cisco Catalyst 6500 VSS オプ
ションを使用できます。

• サーバ ルーム スイッチはスタックするか分けることができ、アクセス レイヤ スイッチと
同様に EtherChannel アップリンク経由でコアに接続されます。

• サーバは、ハイ アベイラビリティの確保と「NIC チーミング」（802.3ad ポート チャ
ネリング）とのロード バランシングのために、2 つのスタンドアロン スイッチにデュア
ルホーム接続するか、スタック内の個別のメンバー スイッチに接続できます。

読者へのヒント

 グローバル コンフィギュレーションについては「グローバル コンフィギュレーション 
モジュール」で説明しました。ここでは、コア固有の設定のみを説明します。

導入の詳細 

単一の論理的で復元力のあるコア設計は、従来のデュアル コア設計と比較してスイッチ設
定を単純化します。

   プロセス

   LAN コアの設定  

1. プラットフォーム設定 

2. LAN コア グローバル コンフィギュレーション 

3. アクセス レイヤへのコア接続 

4. WAN ルータとその他のレイヤ 3 デバイスへの接続 

   手順 1  プラットフォーム設定  

一部のプラットフォームでは、スイッチの機能とサービスを設定する前に、一度だけ初期
設定が必要です。次のステップにリストされているプラットフォームに該当しない場合は、
スキップできます。

   手順 1a  Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440 

Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440 は、2 つの物理的な 6500 
スイッチ（それぞれのスイッチには単一のスーパーバイザがあります）を単一の論理スイッ
チとして一緒にクラスタ化します。スーパーバイザの 1 つは、EIGRP、スパニング ツリー、
CDP などのプロトコルを制御することによって、両方のシャーシのアクティブなコントロー
ル プレーンとして機能し、両方のスーパーバイザが各シャーシで積極的にパケットのスイッ
チングを行います。

次の例は、2 つの新しい未設定シャーシ間で Virtual Switching System を設定する方
法を示しています。スイッチを既存のインサービス デュアル シャーシの利用法から VSS 
システムに移行する場合は、www.cisco.com にアクセスして、この移行方法を説明した
情報について「Migrate Standalone Cisco Catalyst 6500 Switch to Cisco Catalyst 
6500 Virtual Switching System」を検索してください。詳細な VSS 設定ガイドと設
定オプションについては、www.cisco.com にアクセスして、『Campus 3.0 Virtual 
Switching System Design Guide』を検索してください。

http://www.cisco.com
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Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440 の設定では、シャーシ間の 2 
つの 10 ギガビット イーサネット リンクを接続して、仮想スイッチ リンク（VSL）を提供
します。少なくとも 2 つのリンクを使用してください。ただし、VSL に使用できる 10 ギ
ガビット イーサネット インターフェイスには制約事項があります。この設計では、各スー
パーバイザで 2 つの 10 ギガビット イーサネット インターフェイスを使用します。VSS を
設定する前に、インターフェイスをケーブルで接続する必要があります。

この設計では、すべての設定例に IP サービス機能が設定された IOS 12.2(33) SXI4a を
使用します。以前の IOS バージョンは追加のコマンドを必要とするため、この導入ガイド
とともに使用することはできません。

ステップ 1：スタンドアロン 6500 を VSS に変換します。

プログラミング ステップを追跡できるように、各スイッチでホスト名を設定します。

Catalyst 6500 スタンドアロン スイッチ #1 で次のコマンドを実行します。
Router#config t 
Router#(config)#hostname VSS-Sw1 

Catalyst 6500 スタンドアロン スイッチ #2 で次のコマンドを実行します。
Router#config t 
Router#(config)#hostname VSS-Sw2 

各 VSS スイッチのペアには、ペアで共有する固有のドメインが割り当てられている必要
があります。この例では、ドメイン番号 100 が使用されます。また、各スイッチには、ド
メイン内で固有の番号（switch 1 または switch 2）が付けられます。

図 3-8  VSS ドメイン 

VSL 10GbE EtherChannel スイッチ #2 スイッチ #1 仮想スイッチ ドメイン 100 

スタンドアロン スイッチ #1： 

VSS-Sw1(config)#switch virtual domain 100 
VSS-Sw1(config-vs-domain)# switch 1 

スタンドアロン スイッチ #2： 

VSS-Sw2(config)#switch virtual domain 100 
VSS-Sw2(config-vs-domain)# switch 2

ステップ 2：仮想スイッチ リンクを設定します。

VSL リンクは、Virtual Switching System の重要なコンポーネントです。両方のスイッ
チはこの後すぐに単一の論理スイッチになるため、相互に接続されている場合でも、各ス
イッチで固有のポート チャネル番号を使用してください。この例では、スイッチ 1 ではポー
ト チャネル番号 101、スイッチ 2 ではポート チャネル番号 102 を使用します。VSL 
EtherChannel の物理インターフェイスの場合は、この例ではスーパーバイザで 10 ギガ
ビット イーサネット インターフェイスを使用します。

スタンドアロン スイッチ #1 で次のコマンドを実行します。
VSS-Sw1(config)#interface port-channel 101 
VSS-Sw1(config-if)#switch virtual link 1 

VSS-Sw1(config-if)#no shutdown 

VSS-Sw1(config)#interface range tengigabit 5/4-5 
VSS-Sw1(config-if)#channel-group 101 mode on 
VSS-Sw1(config-if)#no shutdown

スタンドアロン スイッチ #2 で次のコマンドを実行します。
VSS-Sw2(config)#interface port-channel 102 
VSS-Sw2(config-if)#switch virtual link 2 
VSS-Sw2(config-if)#no shutdown 
VSS-Sw2(config)#interface range tengigabit 5/4-5 
VSS-Sw2(config-if)#channel-group 102 mode on 
VSS-Sw2(config-if)#no shutdown

この時点では、ポート チャネル 101 と 102 がアップしていて、両方のリンクがアクティブ
ですが、スイッチはまだ VSS モードになっていないことがわかるはずです。

VSS-Sw1# show etherchannel 101 port 
VSS-Sw2# show etherchannel 102 port 
VSS-Sw2# show etherchannel 102 port 
Ports in the group: 
------------------- 
Port: Te5/4 
------------ 
Port state = Up Mstr In-Bndl 
Port: Te5/5 
------------ 
Port state = Up Mstr In-Bndl
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ステップ 3：仮想モード運用を有効にします。
スイッチ間のポート チャネルを確立したため、各スイッチを仮想モード運用に変換します。
各スイッチの（コンフィギュレーション モードになっていない）有効プロンプトで、次のコ
マンドを入力します。

VSS-Sw1# switch convert mode virtual 
VSS-Sw2# switch convert mode virtual

続行するかどうかを尋ねられたら、「はい」と答えます。

これで、各スイッチでは、インターフェイス y/z（y はスロット番号、z はインターフェイ
ス番号）からインターフェイス x/y/z（x はスイッチ番号、y はそのスイッチでのモジュー
ル番号、z はそのモジュールでのインターフェイス）に、インターフェイスの番号が再割り
当てされます。この番号付け方式によって、2 つのシャーシを単一のスーパーバイザ（ア
クティブなコントロール プレーンを持つスーパーバイザ）から単一のシステムとして処理お
よび設定できます。

設定が変更されると、設定をブートフラッシュに保存するようプロンプトが出されます。
[Return] <CR> または [Enter] を押して、各スイッチでの宛先ファイル名とロケーションを
アクセプトします。

両方のスイッチがリロードし、Virtual Switching System になり、スイッチの 1 つは 
VSS クラスタのアクティブ スーパーバイザとして決定されます。コンフィギュレーション 
コマンドはすべて単一のアクティブ スイッチ コンソールで入力する必要があります。スタン
バイ スイッチ コンソールには、スタンバイ プロンプトが表示されます。

次のコマンドを使用して、両方のスイッチが相互に表示されること、SSO モードになって
いること、および 2 番目のスーパーバイザがスタンバイ ホット ステータスになっているこ
とを確認します。

VSS-Sw1#show switch virtual redundancy 

2 つの Catalyst 6500 スイッチが単一の VSS システムとして稼動するようになったこ
とを確認するには、スイッチのホスト名を変更します。

VSS-Sw1(config)#hostname 6500VSS 
6500VSS(config)#

ステップ 4：デュアル アクティブ検出を設定します。

Cisco Catalyst 6500 VSS 1440 の重要な点は、単一のスーパーバイザが両方のスイッ
チのコントロール プレーンでアクティブであることです。各スーパーバイザが対応する
シャーシでアクティブであること、およびデータ パケットを入力インターフェイスから出力
インターフェイスにスイッチングすること、ただし単一のスーパーバイザがコントロール プ
レーンの EIGRP、スパニング ツリーなどでアクティブであることを覚えておきます。仮想
スイッチ リンク（VSL）を使用すると、スーパーバイザを同期状態にできます。

すべての VSL リンクが切断されたか、両方のスーパーバイザがアクティブになった場合は、
以前にアクティブだったスーパーバイザはすべてのインターフェイスをシャットダウンし、
スタンバイ スーパーバイザがアクティブになります。

このデュアル アクティブ状態を検出するには 3 つの方法があります。
• イーサネットの Fast-Hello（VSLP）パケット モード リンク 

• 隣接するスイッチから VSS 間の Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約
プロトコル）hello 

• スーパーバイザ間の Bidirectional Forwarding Detect（BFD; 双方向フォワー
ディング検出）設定 

この設計では、デュアル アクティブ検出に Fast-Hello（VSLP）パケット モード リンクを
使用します。リンクを設定するには、各 VSS スイッチ シャーシでギガビット イーサネット 
インターフェイスを使用して、バックツーバックの方法で（VSL リンクのように）ケーブル
接続します。このリンクは、コントロール プレーン hello がある単なる検出リンクである
ため、高帯域幅を必要としません。

図 3-9  VSLP 

VSL 10GbE EtherChannel VSLP デュアル アクティブ検出リンク ホット スタンバイ 
アクティブ 

VSS-Sw1(config)# switch virtual domain 100 
VSS-Sw1(config-vs-domain)#dual-active detection fast-hello 
VSS-Sw1(config)#interface range gigabit1/1/8, gigabit2/1/8 
VSS-Sw1(config-if-range)#dual-active fast-hello 
VSS-Sw1(config-if-range)#no shutdown 
*Feb 25 14:28:39.294: %VSDA-SW2_SPSTBY-5-LINK_UP: 
Interface Gi2/1/8 is now dual-active detection capable 
*Feb 25 14:28:39.323: %VSDA-SW1_SP-5-LINK_UP: 
Interface Gi1/1/8 is now dual-active detection capable

ステップ 5：システムの仮想 MAC アドレスを設定します。

デフォルトでは、VSS システムは、スイッチの初期化時にアクティブ スイッチになるよう
決定されるスイッチに割り当てられた、デフォルトのシャーシ ベースの MAC アドレス プー
ルを使用します。アクティブ スーパーバイザがスタンバイに切り替えられたときに MAC ア
ドレスは変更されませんが、接続済みデバイスへの Gratuitous ARP 更新を避けることを
お勧めします。両方のスイッチが同時にリロードされ、反対側のスーパーバイザが最初に
起動してアクティブ スーパーバイザになった場合は、そのスイッチに割り当てられている 
MAC アドレス プールを使用します。アクティブなスーパーバイザに関係なく、システムが
リブートされてもいずれかのアクティブ スーパーバイザが同じ MAC アドレス プールを使
用するように、VSS システムの仮想 MAC アドレスを設定します。

6500-VSS(config)# switch virtual domain 100 
6500-VSS(config-vs-domain)# mac-address use-virtual 
Configured Router mac address is different from operational 
value. Change will take effect after config is saved and 
the entire Virtual Switching System (Active and Standby) is 
reloaded.
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ステップ 6：スイッチを保存してリロードします。
実行コンフィギュレーションを保存してから、システム全体（両方のシャーシ）をリロード
します。

copy running-config startup-config 
reload 

この最終のリロード後にスイッチを初期化すると、VSS のプログラミングは完了です。

ステップ 7：サービス品質を設定します。
Catalyst 6500 シリーズ スイッチで、QoS はグローバルで有効になり、最初にポート レ
ベルで設定されます。mls qos コマンドを使用して QoS を有効にすると、デフォルトの
キューイングがすべてのインターフェイスで有効となり、信頼できないと見なされます。コ
ア内のすべての接続は DSCP を信頼するように設定されます。

この設計は DSCP マーキングを信頼するよう設定されますが、必ず CoS を VoIP の 
DSCP に正しくマッピングすることがベスト プラクティスです。このマッピングを行うには、
DSCP 40 への CoS 5「音声ベアラ トラフィック」のデフォルト マッピングを DSCP 46
（音声に関する EF のホップ単位の動作）で上書きします。

QoS をグローバルに有効にして、グローバルなデフォルト CoS から DSCP へのマッピン
グを変更します。

mls qos 
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56 
!
macro name EgressQoS 
mls qos trust dscp 
wrr-queue queue-limit 10 25 10 10 10 10 10 
wrr-queue bandwidth 1 25 4 10 10 10 10 
priority-queue queue-limit 15 
wrr-queue random-detect 1 
wrr-queue random-detect 2 
wrr-queue random-detect 3 
wrr-queue random-detect 4 
wrr-queue random-detect 5 
wrr-queue random-detect 6 
wrr-queue random-detect 7 
wrr-queue random-detect max-threshold 1 100 100 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 1 80 100 100 100 
wrr-queue random-detect max-threshold 2 100 100 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 2 80 100 100 100 
wrr-queue random-detect max-threshold 3 80 90 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 3 70 80 90 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 4 70 80 90 100 
wrr-queue random-detect max-threshold 4 80 90 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 5 70 80 90 100 

wrr-queue random-detect max-threshold 5 80 90 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 6 70 80 90 100 
wrr-queue random-detect max-threshold 6 80 90 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 7 60 70 80 90 
wrr-queue random-detect max-threshold 7 70 80 90 100 
mls qos queue-mode mode-dscp 
wrr-queue dscp-map 1 1 8 
wrr-queue dscp-map 2 1 0 
wrr-queue dscp-map 3 1 14 
wrr-queue dscp-map 3 2 12 
wrr-queue dscp-map 3 3 10 
wrr-queue dscp-map 4 1 22 
wrr-queue dscp-map 4 2 20 
wrr-queue dscp-map 4 3 18 
wrr-queue dscp-map 5 1 30 
wrr-queue dscp-map 5 2 28 
wrr-queue dscp-map 5 3 26 
wrr-queue dscp-map 6 1 38 
wrr-queue dscp-map 6 2 36 
wrr-queue dscp-map 6 3 34 
wrr-queue dscp-map 7 1 16 
wrr-queue dscp-map 7 2 24 
wrr-queue dscp-map 7 3 48 
wrr-queue dscp-map 7 4 56 
priority-queue dscp-map 1 32 40 46 
@
macro name EgressQoS-Gig 
mls qos trust dscp 
wrr-queue queue-limit 20 25 40 
priority-queue queue-limit 15 
wrr-queue bandwidth 5 25 40 
wrr-queue random-detect 1 
wrr-queue random-detect 2 
wrr-queue random-detect 3 
wrr-queue random-detect max-threshold 1 100 100 100 100 100 
100 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 1 80 100 100 100 100 100 
100 100 
wrr-queue random-detect max-threshold 2 100 100 100 100 100 
100 100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 2 80 100 100 100 100 100 
100 100 
wrr-queue random-detect max-threshold 3 70 80 90 100 100 100 
100 100 
wrr-queue random-detect min-threshold 3 60 70 80 90 100 100 
100 100 
wrr-queue cos-map 1 1 1 
wrr-queue cos-map 2 1 0 
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wrr-queue cos-map 3 1 2 
wrr-queue cos-map 3 2 3 
wrr-queue cos-map 3 3 6 
wrr-queue cos-map 3 4 7 
priority-queue cos-map 1 4 5 
@

   手順 1b  Catalyst 4507R+E プラットフォーム設定 

ステップ 1：プラットフォームに固有の QoS 設定を適用するために後の手順で使用する
マクロを、各プラットフォームで 2 つ定義します。これにより、QoS の一貫性のある導入を
簡素化できます。

class-map match-any VOIP_DATA_CLASS 
match cos 5 
class-map match-any VOIP_SIGNAL_CLASS 
match cos 3 
!
policy-map CISCOPHONE-POLICY 
class VOIP_DATA_CLASS 
set dscp ef 
police 128k bc 8000 
conform-action transmit 
exceed-action drop 
class VOIP_SIGNAL_CLASS 
set dscp cs3 
police 32k bc 8000 
conform-action transmit 
exceed-action drop 
class class-default 
set dscp default 
police 10m bc 8000 
conform-action transmit 
exceed-action set-dscp-transmit cs1 
!
class-map match-any PRIORITY-QUEUE 
match dscp ef 
match dscp cs5 
match dscp cs4 
class-map match-any CONTROL-MGMT-QUEUE 
match dscp cs7 
match dscp cs6 
match dscp cs3 
match dscp cs2 
class-map match-any MULTIMEDIA-CONFERENCING-QUEUE 

match dscp af41 af42 af43 
class-map match-any MULTIMEDIA-STREAMING-QUEUE 
match dscp af31 af32 af33 
class-map match-any TRANSACTIONAL-DATA-QUEUE 
match dscp af21 af22 af23 
class-map match-any BULK-DATA-QUEUE 
match dscp af11 af12 af13 
class-map match-any SCAVENGER-QUEUE 
match dscp cs1 
policy-map 1P7Q1T 
class PRIORITY-QUEUE 
priority 
class CONTROL-MGMT-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
class MULTIMEDIA-CONFERENCING-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
class MULTIMEDIA-STREAMING-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
class TRANSACTIONAL-DATA-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
dbl 
class BULK-DATA-QUEUE 
bandwidth remaining percent 4 
dbl 
class SCAVENGER-QUEUE 
bandwidth remaining percent 1 
class class-default 
bandwidth remaining percent 25 
dbl 
!
macro name AccessEdgeQoS 
qos trust device cisco-phone 
service-policy input CISCOPHONE-POLICY 
service-policy output 1P7Q1T 
@
! 
macro name EgressQoS 
service-policy output 1P7Q1T 
@ 

ステップ 2：Catalyst 4507R+E が 2 つのスーパーバイザ 7-E を使用して設定されてい
る場合は、モジュール間でプライマリ スーパーバイザ機能を移動させる際にステートフル 
スイッチオーバー（SSO）を使用するようスイッチを設定します。高速かつ透過的なデー
タ プレーン フェールオーバーを有効にするために、SSO はアクティブ プロセス情報およ
び設定情報をスーパーバイザ モジュール間で同期します。

redundancy 
  mode sso
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   手順 1c  Catalyst 3750G-12S プラットフォーム設定 

ステップ 1：スタックで複数のスイッチが設定されている場合は、スイッチの 1 つがスタッ
クの操作を制御し、スタック マスターと呼ばれます。

3 つ以上のスイッチがスタックとして設定されている場合は、アップリンクが設定されてい
ないスイッチにスタック マスター スイッチ機能を設定します。スタック マスター スイッチを
設定するには、次のようにします。

switch [switch number] priority 15 

ステップ 2：スタック マスター スイッチで障害が発生した場合のデフォルトの動作では、
新たにアクティブになったスタック マスター スイッチに新しいスタック MAC アドレスが割
り当てられます。この新しい MAC アドレスの割り当てが原因で、ネットワークの再コンバー
ジェンスが必要になる場合があります。これは、LACP とその他多数のプロトコルがスタッ
ク MAC アドレスに依存しており、再起動が必要なためです。そのため、stack-mac 
persistent timer 0 コマンドを使用して、障害後に元のマスター MAC アドレスがスタッ
ク MAC アドレスのままになるようにする必要があります。

stack-mac persistent timer 0 

ステップ 3：AutoQoS はこのデバイスで設定されていない可能性があるため、次のコマン
ドを入力して、グローバル QoS 設定を手動で行います。

mls qos map policed-dscp 0 10 18 to 8 
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56 
mls qos srr-queue input bandwidth 70 30 
mls qos srr-queue input threshold 1 80 90 
mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 30 
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 3 
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3 6 7 
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1 4 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 24 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 48 49 50 
51 52 53 54 55 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 56 57 58 
59 60 61 62 63 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 32 33 40 
41 42 43 44 45 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 46 47 
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5 
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2 
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3 
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7 
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0 
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40 
41 42 43 44 45 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18 
19 20 21 22 23 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28 
29 30 31 34 35 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 36 37 38 
39 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 
51 52 53 54 55 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 
59 60 61 62 63 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 
4 5 6 7 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 
13 15 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14 
mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200 
mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400 
mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400 
mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200 
mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20 
mls qos 
!
macro name EgressQoS 
mls qos trust dscp 
queue-set 2 
srr-queue bandwidth share 1 30 35 5 
priority-queue out 
@

ステップ 4（任意）：IOS DHCP サーバを設定します。アドレス割り当てのための外部サー
バが存在しない場合は、IOS DHCP サーバをコア スイッチで実行できます。この設定例
では、IOS DHCP サーバがネットワーク 10.10.0.0/24 にアドレス 1 ～ 10 を割り当てる
ことを回避します。

ip dhcp excluded-address 10.10.0.1 10.10.0.10 
ip dhcp pool access 
network 10.10.0.0 255.255.255.0 
default-router 10.10.0.1 
domain-name [cisco.local] 
dns-server [DNS server IP]

IP 電話の DHCP プールでは、電話が通信マネージャを検出できるように、DHCP オプ
ション 150 を含めます。

option 150 ip 10.10.48.20
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   手順 2  LAN コア グローバル コンフィギュレーション

ステップ 1：デバイスの復元機能を設定します。
Virtual Trunk Protocol（VTP; 仮想トランク プロトコル）を使用すると、ネットワーク 
マネージャは、ネットワークの 1 つのロケーションで VLAN を設定し、その設定を他のネッ
トワーク デバイスに動的に伝達することができます。ただし、ほとんどの場合 VLAN は、
追加の変更がほぼないものとして、スイッチの設定中に一度だけ定義されます。

操作ミスが原因で予期しない動作が発生する可能性を考えると、ネットワーク間で VLAN 
情報を動的に広げることの利点はありません。このため、このアーキテクチャでは VTP ト
ランスペアレント モードを設定します。

vtp mode transparent 
Rapid Per-VLAN Spanning-Tree（PVST+）は、VLAN 単位で RSTP（802.1w）
のインスタンスを提供します。Rapid PCST+ は、従来のスパニング ツリー（802.1D）
によって間接的な障害またはリンクアップのリストア イベントの検出を大幅に改善します。

レイヤ 2 ループなしとしてこのアーキテクチャを構築したとしても、引き続きスパニング ツ
リーを有効にする必要があります。スパニング ツリーを有効にすると、物理または論理ルー
プが誤って設定された場合に、レイヤ 2 ループが実際に発生しないようにできます。

spanning-tree mode rapid-pvst 
Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検出）は、光ファイバまたはツ
イストペア イーサネット ケーブル経由で接続されているデバイスが、ケーブルの物理設
定を監視して、単方向リンクが存在する場合に検出できるようにするレイヤ 2 プロトコル
です。UDLD は単方向リンクを検出すると、影響を受けるインターフェイスを無効にし、
アラートを発します。単方向リンクが原因で、スパニング ツリー ループ、ブラック ホール、
および非確定的なフォワーディングなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。
さらに、UDLD は、より高速なリンク障害検出と、単方向障害の影響を受けやすいインター
フェイス トランク（特にファイバ）の迅速な再コンバージェンスを可能にします。

udld enable 
EtherChannel は復元機能を備えているため、この設計では広く使用されます。
EtherChannel のメンバー リンク間でトラフィックの負荷を分散する方法を正規化するに
は、トラフィックを送信するリンクを計算する際に、トラフィックの送信元と宛先 IP アドレ
スを使用するようすべてのスイッチを設定する必要があります。

port-channel load-balance src-dst-ip
ステップ 2：IP マルチキャスト ルーティングを設定します。

IP マルチキャストを使用すると、単一の IP データ ストリームをインフラストラクチャ（ルー
タとスイッチ）で複製して、単一の送信元から複数の受信機に送信できます。IP マルチキャ
ストの使用は、すべての場所に伝達する複数の個別のユニキャスト ストリームまたはブロー
ドキャスト ストリームよりもはるかに効率的です。IP マルチキャスト アプリケーションの例

には、IP テレフォニーの保留音と IP ビデオ ブロードキャスト ストリームの 2 つがありま
す。

この設計では、スパース モード マルチキャスト操作に基づいて、高い復元力を持つ RP 環境を
実現するための、単純かつスケーラブルな方法を提供するためにエニーキャスト RP が使用
されます。

グローバル コンフィギュレーション モードでは、プラットフォームで IP マルチキャスト ルー
ティングを有効にします。

ip multicast-routing 
それに対して、Cisco Catalyst 3750 シリーズ スイッチでは ip multicast-routing 
distributed コマンドが必要です。

IP マルチキャスト RP のアドレスを使用して、すべてのレイヤ 3 スイッチとルータを設定す
る必要があります。RP が担当するネットワーク サイズを制限するには、access-list と
ともに rp-address コマンドを使用します。この設定では、IP マルチキャスト環境を将来
的に拡張および制御でき、ネットワークのニーズと設計に基づいて変更できます。

ip pim rp-address 10.10.15.254 10 
access-list 10 permit 239.1.0.0 0.0.255.255

スパース モード マルチキャスト運用では、ネットワーク内のすべてのレイヤ 3 インターフェ
イスを有効にする必要があります。

ip pim sparse-mode

ステップ 3：インバンド管理インターフェイスを設定します。
ループバック インターフェイスは、デバイスがオンになっていて、どの IP インターフェイス
もネットワークに到達できる限り、常に到達可能な論理インターフェイスです。この機能
により、スイッチ インバンドを管理するにはループバック アドレスが最適な方法です。プ
ロセスの復元力を確保するために、レイヤ 3 プロセスと機能もループバック インターフェ
イスにバインドされます。

ループバック アドレスは一般に、32 ビットのアドレス マスクを持つホスト アドレスです。
IP アドレス ブロックからループバック アドレスが割り当てられます。これはコア スイッチに
より、ネットワークの残りの部分との集約が行われます。

interface loopback 1 
ip address 10.10.15.254 255.255.255.255 
  ip pim sparse-mode

ステップ 4：IP ルーティングを設定します。

この設計で使用される IP ルーティング プロトコルは EIGRP です。容易に設定でき、大
規模な計画を必要とせず、集約とフィルタリングが柔軟で、大規模ネットワークに拡張で
きるためです。

ネットワークが使用する IP アドレス空間の EIGRP を有効にします。ネットワークの必要
に応じて、複数のネットワーク ステートメントを入力できます。IP ネットワークの自動集
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約を無効にして、デフォルトでパッシブにするルーティング リンクをすべて有効にします。
最大の復元力を確保するために、EIGRP ルータ ID にはループバック 1 の IP アドレスが
使用されます。

ip routing 
!
router eigrp 1 
network 10.10.0.0 0.1.255.255 
no auto-summary 
passive-interface default 
eigrp router-id 10.10.15.254 
nsf 

Cisco Catalyst 6500 では、ip routing コマンドは不要です。これは、このプラットフォー
ムでデフォルトで有効化されます。

   手順 3  アクセス レイヤへのコア接続 

復元力がある、単一の論理的なコア設計は、ハブアンドスポークまたはスター設計に基
づいています。アクセス レイヤ スイッチと接続済みルータへのリンクは、レイヤ 2 
EtherChannel です。

ステップ 1：レイヤ 2 を設定します。

ハブアンドスポーク設計では、スパニング ツリー ループまたはブロックされるリンクはあ
りません。ただし、意図しないループを防ぐため、高速 PVST は有効化されます。

コア スイッチに接続しているアクセス レイヤ スイッチ上での VLAN 向けに、コア スイッチ
がスパニング ツリー ルートになるよう設定します。

vlan [data vlan],[voice vlan],[management vlan] 
spanning-tree vlan [data vlan],[voice vlan],[mgmt vlan] root primary

ステップ 2：EtherChannel メンバー インターフェイスを設定します。

レイヤ 2 EtherChannel を使用して、すべてのアクセス レイヤ スイッチをコア レイヤに接
続して、その結果スパニング ツリー ループをなくすハブアンドスポークの復元力のある設
計を作成します。

アクセス レイヤ EtherChannel アップリンクを、コア レイヤ スイッチまたはスタック内の
個別のスイッチに接続します。Cisco Catalyst 4507R+E コア レイヤの場合は、追加の
復元力を確保するために個別の冗長モジュールに接続します。

レイヤ 2 EtherChannel のメンバーである物理インターフェイスは、論理ポートチャネル 
インターフェイスを設定する前に設定されます。この順序で設定を行うと、ポートチャネ
ル インターフェイスに入力するコマンドのほとんどがメンバー インターフェイスにコピーさ
れ、手動で複製する必要がないため最小限の設定で済みます。

EtherChannel のメンバーとなる物理インターフェイスを 2 つ以上設定します。Link 
Aggregation Control Protocol は、正しい EtherChannel が作成され問題の原因にな
らないように、両方の側でアクティブに設定されます。

interface range [interface type] [port 1], [interface type] 
[port 2] 
switchport 
macro apply EgressQoS 
channel-protocol lacp 
channel-group [number] mode active 

 Catalyst 4500 は、復元力があるスーパーバイザ 7-E 使用時は、MTU が 10 ギガ
ビット インターフェイスで 1500 以外に設定されている必要があります。

ステップ 3：トランクを設定します。
802.1Q トランクは、アクセス レイヤへの接続に使用されます。これによって、アクセス レ
イヤ スイッチで定義されたすべての VLAN に、LAN コアがレイヤ 3 サービスを提供でき
るようになります。トランクで許可される VLAN は、アクセス スイッチでアクティブな 
VLAN だけにプルーニングされます。EtherChannel を使用する場合は、インターフェイ
ス タイプがポートチャネルになり、番号はステップ 2 で設定したチャネルグループと一致
する必要があります。

interface [interface type] [number] 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk allowed vlan [data vlan],[voice vlan], [mgmt 
vlan] 
switchport mode trunk 
no shutdown 

Catalyst 4500 では、switchport trunk encapsulation dot1q コマンドは必要ありま
せん。

インターフェイス タイプがポートチャネルではない場合は、追加のコマンドである macro 
apply EgressQoS もインターフェイスで設定する必要があります。

ステップ 4：レイヤ 3 を設定します。

VLAN 内のデバイスが残りのネットワークと通信できるように、すべてのアクセス レイヤ 
VLAN に VLAN インターフェイス（SVI）を設定します。

リモート DHCP サーバがこのネットワークの IP アドレスを指定できるようにするには、ip 
helper-address コマンドを使用します。helper コマンドが指すアドレスは DHCP サー
バです。複数の DHCP サーバがある場合は、インターフェイスに複数の helper コマン
ドがリストされることがあります。

技術的なヒント
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interface vlan [number] 
ip address [ip address] [mask] 
ip helper-address [dhcp server ip] 
ip pim sparse-mode 
no shutdown

   手順 4  WAN ルータとその他のレイヤ 3 デバイスへの接続

ステップ 1：レイヤ 3 インターフェイスを設定します。

接続済みの WAN ルータ、インターネット エッジ ファイアウォール、またはその他のルー
テッド接続へのリンクはすべて、レイヤ 3 リンクまたはレイヤ 3 EtherChannel でなけれ
ばなりません。

EtherChannel を使用する場合は、インターフェイス タイプがポートチャネルになり、番
号はステップ 2 で設定したチャネルグループ番号と一致する必要があります。

interface [interface type] [number] 
no switchport 
ip address [ip address] [mask] 
ip pim sparse-mode 
logging event link-status 
carrier-delay msec 0 
no shutdown 

ポートチャネル インターフェイスでスイッチを入力して、QoS マーキングを信頼するよう 
Catalyst 6500 も設定する必要があります。

mls qos trust dscp

インターフェイス タイプがポートチャネルではない場合は、追加のコマンドである macro 
apply EgressQoS もインターフェイスで設定する必要があります。

ネットワークが成長するにつれて、ルーティング テーブル内の IP サブネットまたはルート
の数も多くなります。大きいルート テーブルを伝送するために必要な帯域幅、CPU リソー
ス、およびメモリの量を削減して、リンク障害におけるコンバージェンス時間を短縮する
には、論理境界が存在するリンクで IP 集約を設定します。接続済みのデバイスが、
WAN、インターネット、または LAN コアなどのネットワークの別の部分に接続できる場
合は、EIGRP 集約を設定します。

ip summary-address eigrp [as number] [network] [mask]

ステップ 2：EtherChannel メンバー インターフェイスを設定します。

channel-group コマンドを使用して物理インターフェイスを設定し、ポートチャネルに追
加します。ポートチャネルの番号とチャネルグループ番号は一致する必要があります。

interface range [interface type] [port 1], [interface type] 
[port 2] 
no switchport 
macro apply EgressQoS 
carrier-delay msec 0 
channel-protocol lacp 
channel-group [number] mode active 
logging event link-status 
logging event trunk-status 
logging event bundle-status 
no shutdown 

ステップ 3：EIGRP インターフェイスを設定します。

他のレイヤ 3 デバイスに接続しているレイヤ 3 インターフェイスとレイヤ 3 ポートチャネ
ルを設定した後で、EIGRP は、これらのインターフェイス間のネイバー関係を作成して、
ピアリング隣接を設定して、ルート テーブルを交換します。

router eigrp 1 
  no passive-interface [interface type] [number]

 
LAN アクセス

ビジネスの概要
企業は、情報のフローに依存しながら、競争の激しい今日のグローバル経済の中でビジ
ネスを遂行しています。十分な情報に基づくビジネス上の決定、内部および外部の関係
者からの電子メールの確認、分散した従業員へのビジネス上の指示を行うためにアプリ
ケーションにアクセスしますが、そのアクセス能力は、企業内で情報を送れる能力に依存
します。

ユーザの生産性は、アプリケーション、リソース、および情報への容易なアクセスに依存
します。ユーザが本社にいるかリモート オフィスで作業しているかに関係なく、ネットワー
クに接続するための一貫した方法が存在し、また接続後には一貫したサービスが利用で
きれば、ユーザの生産性は向上します。

通信は、フラットに記述されたテキストまたは音声会話から、音声、ビデオ、およびテキ
ストが組み合わされるマルチメディア エクスペリエンスに変化しつつあり、受信者により分
かりやすく記憶に残りやすい形態になっています。企業がこれらの高機能な通信モードを
提供するべく進化するにつれて、これらのさまざまなモードを、スケーラブルでコスト効率
が高くセキュアな基盤を提供できる単一のインフラストラクチャに組み合わせるという課題
に直面します。
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技術概要
アクセス レイヤは、ユーザによって制御され、ユーザがアクセスできる高速なデバイス接
続を提供します。アクセス レイヤは、ネットワークとクライアント デバイス間の接続ポイン
トであるため、ネットワークを人的エラーや悪意のある攻撃から保護する役割を果たしま
す。この保護には、次のような保証も含まれています。

• ネットワークに接続されているデバイスが、許可されていないエンド ユーザにサービ
スを提供しないようにすること

• ネットワークに接続されているデバイスが、ネットワーク上の他のデバイスの役割を
乗っ取らないこと

• ネットワークに接続されているデバイスが、（可能な場合は）ネットワークで許可され
ること

アクセス レイヤは、高度なテクノロジーをサポートするネットワーク サービス セットも提
供します。今日の企業において音声とビデオは一般的であり、ネットワークはこれらのテ
クノロジーを利用するサービスを提供する必要があります。アクセス レイヤは、IP 電話と
ワイヤレス アクセス ポイント用の Power over Ethernet Plus（PoE+）、輻輳制御のた
めの QoS、および接続済みの IP 電話に対する VLAN の自動プロビジョニングを行いま
す。

SBA 設計では、アクセス レイヤ設定は非常に単純です。スタンドアロン コンピュータ、
IP 電話、コンピュータと接続された IP 電話、またはワイヤレス アクセス ポイントには、
同じポート設定を使用できます。アクセス レイヤでエンド ホストとネットワーク用のセキュ
リティを追加するために、次のものを含め、いくつかのポート レベル機能が有効化されて
います。

• ポート セキュリティは、MAC フラッディング攻撃から保護するために、単一のポート
でアクティブにできる MAC アドレスの数を制限します。

• DHCP スヌーピングは、不正な DHCP サーバがネットワークで稼動することを防ぎ、
DHCP スタベーション攻撃から保護する際に役立ちます。

• ARP インスペクションは、IP アドレスを MAC アドレスに結び付けて、ARP スプー
フィング攻撃から保護します。

• IP ソース ガードは、偽造された送信元 IP アドレスを使用する攻撃を防止します。

このセクションでは、ネットワークのアクセス レイヤ設定を行うために必要な各手順の実
行方法について説明します。

図 3-7  アクセス レイヤ オプション

中規模企業向け Cisco SBA - ボーダレス ネットワークは、10/100/1000 アクセス ポー
ト、ギガビット イーサネットと 10 ギガビット イーサネット アップリンク、および PoE+ を
提供する 4 つの製品ラインによって、LAN アクセス スイッチングの要件に対応します。

• Cisco Catalyst 2960-S シリーズは、スタッキング機能と複数のアップリンク オプ
ションを備えた、低コストの固定構成スイッチです。

• Cisco Catalyst 3560-X シリーズは、低いポート密度の要件を持つアクセス レベル 
スイッチング環境に柔軟性と機能を提供するモジュラ アップリンクを備えた、スタック
非対応の固定構成スイッチです。

• Cisco Catalyst 3750-X シリーズは、拡張可能なモジュラ アップリンクを備えた、
固定ポートのスタック可能スイッチです。

• Cisco Catalyst 4500 E シリーズは、柔軟性のあるシャーシ ベースのモジュラ スイッ
チを提供します。アクセス レイヤにおけるトップクラスのアベイラビリティを必要とする
大規模かつ高い密度の導入のために、広範なラインカード設定オプションを備えてい
ます。
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導入の詳細

   プロセス

   アクセス レイヤの設定 

1. プラットフォーム設定 

2. アクセス スイッチ グローバル コンフィギュレーション 

3. アクセス ポート設定
4. アクセス スイッチ アップリンク設定

   手順 1  プラットフォーム設定 

一部のプラットフォームでは、スイッチの機能とサービスを設定する前に、一度だけ初期
設定が必要です。次のステップにリストされているプラットフォームに該当しない場合は、
これらのステップをスキップできます。

   手順 1a  Catalyst 2960-S および 3750-X プラットフォーム設定 

ステップ 1：Catalyst 2960-S および 3750-X プラットフォーム設定 

スタックで複数の Catalyst 2960-S または 3750-X シリーズ スイッチが設定されている
場合は、スイッチの 1 つがスタックの操作を制御し、スタック マスターと呼ばれます。

3 つ以上のスイッチがスタックで設定されている場合は、アップリンクが設定されていない
スイッチをスタック マスターとして設定します。

switch [switch number] priority 15 

ステップ 2：スタック マスター スイッチで障害が発生した場合のデフォルトの動作では、
新たにアクティブになったスタック マスター スイッチに新しいスタック MAC アドレスが割
り当てられます。この新しい MAC アドレスの割り当てが原因で、ネットワークの再コンバー
ジェンスが必要になる場合があります。これは、LACP とその他多数のプロトコルがスタッ
ク MAC アドレスに依存しており、再起動が必要なためです。そのため、stack-mac 
persistent timer 0 コマンドを使用して、障害後に元のマスター MAC アドレスがスタッ
ク MAC アドレスのままになるようにする必要があります。

stack-mac persistent timer 0 

ステップ 3：プラットフォームに固有の QoS 設定を適用するために後の手順で使用する
マクロを、各プラットフォームで 2 つ定義します。これにより、QoS の一貫性のある導入を
簡素化できます。

macro name AccessEdgeQoS 
auto qos voip cisco-phone 
@
! 
macro name EgressQoS 
mls qos trust dscp 
queue-set 2 
srr-queue bandwidth share 1 30 35 5 
priority-queue out 
@

   手順 1b  Catalyst 4507R+E プラットフォーム設定 

ステップ 1：プラットフォームに固有の QoS 設定を適用するために後の手順で使用する
マクロを、各プラットフォームで 2 つ定義します。これにより、QoS の一貫性のある導入を
簡素化できます。

class-map match-any VOIP_DATA_CLASS 
match cos 5 
class-map match-any VOIP_SIGNAL_CLASS 
match cos 3 
!
policy-map CISCOPHONE-POLICY 
class VOIP_DATA_CLASS 
set dscp ef 
police 128k bc 8000 
conform-action transmit 
exceed-action drop 
class VOIP_SIGNAL_CLASS 
set dscp cs3 
police 32k bc 8000 
conform-action transmit 
exceed-action drop 
class class-default 
set dscp default 
police 10m bc 8000 
conform-action transmit 
exceed-action set-dscp-transmit cs1 
!
class-map match-any PRIORITY-QUEUE 
match dscp ef 
match dscp cs5 
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match dscp cs4 
class-map match-any CONTROL-MGMT-QUEUE 
match dscp cs7 
match dscp cs6 
match dscp cs3 
match dscp cs2 
class-map match-any MULTIMEDIA-CONFERENCING-QUEUE 
match dscp af41 af42 af43 
class-map match-any MULTIMEDIA-STREAMING-QUEUE 
match dscp af31 af32 af33 
class-map match-any TRANSACTIONAL-DATA-QUEUE 
match dscp af21 af22 af23 
class-map match-any BULK-DATA-QUEUE 
match dscp af11 af12 af13 
class-map match-any SCAVENGER-QUEUE 
match dscp cs1 
policy-map 1P7Q1T 
class PRIORITY-QUEUE 
priority 
class CONTROL-MGMT-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
class MULTIMEDIA-CONFERENCING-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
class MULTIMEDIA-STREAMING-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
class TRANSACTIONAL-DATA-QUEUE 
bandwidth remaining percent 10 
dbl 
class BULK-DATA-QUEUE 
bandwidth remaining percent 4 
dbl 
class SCAVENGER-QUEUE 
bandwidth remaining percent 1 
class class-default 
bandwidth remaining percent 25 
dbl 
!
macro name AccessEdgeQoS 
qos trust device cisco-phone 
service-policy input CISCOPHONE-POLICY 
service-policy output 1P7Q1T 
@
! 
macro name EgressQoS 
service-policy output 1P7Q1T 
@ 

ステップ 2：Catalyst 4507R+E が、トップクラスのアベイラビリティを必要とするアクセ
ス レイヤ用として 2 つのスーパーバイザ 6L-E を使用して設定されている場合は、モジュー
ル間でプライマリ スーパーバイザ機能を移動する際にステートフル スイッチオーバー
（SSO）を使用するようスイッチを設定します。高速かつ透過的なデータ プレーン フェー
ルオーバーを有効にするために、SSO はアクティブ プロセス情報および設定情報をスー
パーバイザ モジュール間で同期します。

redundancy 
    mode sso

   手順 2  アクセス スイッチ グローバル コンフィギュレーション 

ステップ 1：デバイスの復元機能を設定します。
Virtual Trunk Protocol（VTP; 仮想トランク プロトコル）を使用すると、ネットワーク 
マネージャは、ネットワークの 1 つのロケーションで VLAN を設定し、その設定を他のネッ
トワーク デバイスに動的に伝達することができます。ただし、ほとんどの場合 VLAN は、
追加の変更がほぼないものとして、スイッチの設定中に一度だけ定義されます。

操作ミスが原因で予期しない動作が発生する可能性を考えると、ネットワーク間で 
VLAN 情報を動的に広げることの利点はありません。このため、このアーキテクチャでは 
VTP トランスペアレント モードを設定します。

vtp mode transparent 

Rapid Per-VLAN Spanning-Tree（PVST+）は、VLAN 単位で RSTP（802.1w）
のインスタンスを提供します。Rapid PVST+ は、従来のスパニング ツリー（802.1D）
によって間接的な障害またはリンクアップのリストア イベントの検出を大幅に改善します。

レイヤ 2 ループなしとしてこのアーキテクチャを構築したとしても、引き続きスパニング ツ
リーを有効にする必要があります。スパニング ツリーを有効にすると、物理または論理ルー
プが誤って設定された場合に、レイヤ 2 ループが実際に発生しないようにできます。

spanning-tree mode rapid-pvst 

Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検出）は、光ファイバまたはツ
イストペア イーサネット ケーブル経由で接続されているデバイスが、ケーブルの物理設
定を監視して、単方向リンクが存在する場合に検出できるようにするレイヤ 2 プロトコル
です。UDLD は単方向リンクを検出すると、影響を受けるインターフェイスを無効にし、
アラートを発します。単方向リンクが原因で、スパニング ツリー ループ、ブラック ホール、
および非確定的なフォワーディングなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。
さらに、UDLD は、より高速なリンク障害検出と、単方向障害の影響を受けやすいインター
フェイス トランク（特にファイバ）の迅速な再コンバージェンスを可能にします。

udld enable 
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EtherChannel は復元機能を備えているため、この設計では広く使用されます。
EtherChannel のメンバー リンク間でトラフィックの負荷を分散する方法を正規化するに
は、トラフィックを送信するリンクを計算する際に、トラフィックの送信元と宛先 IP アドレ
スを使用するようすべてのスイッチを設定する必要があります。

port-channel load-balance src-dst-ip

ステップ 1：スイッチでの仮想 LAN の設定 

アクセス レイヤ デバイスは仮想 LAN（VLAN）を使用して、異なるデバイスからのトラ
フィックを 3 つの論理ネットワークに分けます。

•  データ VLAN は、IP 電話以外のすべての接続済みデバイスがネットワークにアクセ
スできるようにします。

•  音声 VLAN は、IP 電話がネットワークにアクセスできるようにします。

データおよび音声 VLAN の両方が、ユーザに面するすべてのインターフェイスで設定され
ます。

•  管理 VLAN は、スイッチ管理インターフェイスのネットワークにインバンド アクセスを
提供します。管理 VLAN は、ユーザに面するインターフェイスでは設定されず、スイッ
チの VLAN インターフェイスが唯一のメンバーです。

クライアント、IP 電話、およびインバンド管理インターフェイスへの接続を設定できるよ
うに、スイッチでデータ、音声、および管理 VLAN を設定します。

vlan [data vlan],[voice vlan],[management vlan]

ステップ 2：インバンド管理を設定します。
IP アドレスを使用してスイッチを設定し、インバンド接続によって管理できるようにします。

interface vlan [management vlan] 
ip address [ip address] [mask] 
no shutdown 
ip default-gateway [default router]

Catalyst 4500 では ip default-gateway コマンドを使用しないでください。デフォルト
で IP ルーティングが有効になっており、このコマンドには効果がないためです。代わりに、
Catalyst 4500 では次のコマンドを使用してください。

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [default router]

ステップ 3：DHCP スヌーピングと ARP インスペクションを設定します。

DHCP スヌーピングは、信頼できないインターフェイスに依存する DHCP をブロックす
る DHCP セキュリティ機能です。信頼できないインターフェイスとは、既知の DHCP サー
バまたは既知の DHCP サーバへのパスとして特に設定されていないスイッチ上のインター
フェイスです。

VLAN で DHCP スヌーピングを有効にすると、スイッチは VLAN 内の DHCP メッセー
ジを代行受信し、保護します。これによって、許可されていない DHCP サーバがエンド
デバイスにアドレスを渡せないようにします。

DHCP スヌーピング機能は、MAC アドレス、IP アドレス、リース期間、バインディング 
タイプ、VLAN 番号、およびスイッチ上の信頼できないローカル インターフェイスに対応
するインターフェイス情報を追跡します。DHCP スヌーピングは、DHCP バインディング 
テーブルにその情報を格納します。DHCP スヌーピングを設定するには、次のグローバ
ル スイッチ コマンドを入力します。

ip dhcp snooping vlan [data vlan], [voice vlan] 
no ip dhcp snooping information option 
ip dhcp snooping

Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）は、Address 
Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）ポイズニングを軽減し、一部の
種類の中間者攻撃を防止します。

DAI は、DHCP スヌーピング機能によって生成されるデータを使用して、信頼できない
インターフェイスからの ARP パケットの代行受信、および IP と MAC アドレスの関係の
検証を行います。信頼できるインターフェイスから受信した ARP パケットは検証されず、
信頼できないインターフェイス上の無効なパケットは廃棄されます。

ARP インスペクションを設定するには、次のグローバル スイッチ コマンドを入力します。
ip arp inspection vlan [data vlan], [voice vlan]

   手順 3  アクセス ポート設定 

同じ設定をスイッチ上の複数のインターフェイスに適用する際に、その設定を簡素化する
には、interface range コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、コマンドを
一度入力して、同時に多数のインターフェイスに適用できます。アクセス レイヤ内のインター
フェイスのほとんどが同様に設定されるため、多くの時間を節約できます。たとえば、次
のコマンドを使用すると、24 個のすべてのインターフェイス（Gig 0/1 ～ Gig 0/24）で
コマンドを同時に入力できます。

interface range Gigabitethernet 0/1-24
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ステップ 1：クライアントと IP 電話をサポートするようスイッチ インターフェイスを設定し
ます。

ホスト インターフェイス設定では、PC、電話、またはワイヤレス アクセス ポイントがサポー
トされます。対応デバイスの 802.3AF/AT をサポートするスイッチではインライン パワーを
使用できます。

interface range [interface type] [port number]–[port number] 
switchport access vlan [data vlan] 
switchport mode access 
switchport voice vlan [voice vlan] 

アクセス レイヤではエンド デバイス接続だけが提供されるため、PortFast の有効化、
802.1q トランキングの無効化、チャネル グループ化の無効化によって、インターフェイス
がフォワーディング ステートになるまでの時間が短縮されます。

switchport host 

QoS を有効にするには、次のコマンドを設定します。
macro apply AccessEdgeQoS

ステップ 2：インターフェイスでポート セキュリティを設定します。

インターフェイスで必要な MAC アドレスの数は異なる可能性があります。この設計では、
企業での柔軟性を確保しながら、ネットワーク インフラストラクチャを保護できるような
数を使用します。

インターフェイスで一度にアクティブにする 11 個の MAC アドレスを設定します。追加の 
MAC アドレスは違反していると見なされ、そのトラフィックはドロップされます。

switchport port-security maximum 11 
switchport port-security 

2 分間非アクティブだった場合に、学習した MAC アドレスを保護リストから削除するよう
に設定します。

switchport port-security aging time 2 
switchport port-security aging type inactivity

違反している MAC アドレスからトラフィックをドロップするものの、ポートのシャットダ
ウンはしないという制限オプションを設定します。この設定によって、ポート セキュリティ
の違反があった場合にも、IP 電話はこのインターフェイスで引き続き機能できます。

switchport port-security violation restrict

ステップ 3：インターフェイスで DHCP スヌーピングと ARP インスペクションを設定し
ます。

ARP インスペクションと DHCP スヌーピングが、ポートのトラフィックを 1 秒あたり 
100 パケット処理できるようにします。

ip arp inspection limit rate 100 
ip dhcp snooping limit rate 100

ステップ 4：インターフェイスで IP ソース ガードを設定します。

IP ソース ガードは、真の送信元を隠蔽するためにパケットが送信元 IP アドレスをスプー
フィングできないようにします。IP ソース ガードは、DHCP スヌーピングからの情報を使
用して、DHCP バインディング テーブルにない IP アドレスからのトラフィックを拒否する
ポート アクセス コントロール リスト（PACL）をインターフェイスで動的に設定します。

IP スプーフィング攻撃を防ぐには、次のように設定します。
ip verify source 

Catalyst 4500 では、ip verify source コマンドはサポートされません。代わりに次の
コマンドを使用してください。

ip verify source vlan dhcp-snooping

ステップ 5：インターフェイスで BPDU ガードを設定します。

BPDU ガードは、ユーザがアクセス ポートにスイッチを接続しないようにします。検出さ
れない非常に深刻なスパニング ツリー ループの原因になる可能性があるからです。

PortFast の設定されているインターフェイスが BPDU を受信する場合は、許可されない
デバイスの接続など、無効な設定が存在します。BPDU ガード機能は、PortFast が有
効なインターフェイスで BPDU を受信したとき、非トランキング インターフェイスを 
errdisable ステートに移行することでループを防ぎます。

別のスイッチがポートに接続されている場合にインターフェイスを無効にするには、次のコ
マンドを使用します。

spanning-tree bpduguard enable

ステップ 6（任意）：信頼できるアクセス デバイスの QoS 設定

ビデオ エンドポイントやワイヤレス アクセス ポイントなどのアクセス ポート デバイスから
の QoS マーキングを信頼したい場合もあります。インターフェイス上のデバイスからの 
QoS を信頼するには、次のコマンドを入力します。

no auto qos voip
auto qos trust dscp
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   手順 4  アクセス スイッチ アップリンク設定

アクセス レイヤ デバイスは、大規模な LAN の 1 つのコンポーネントであり、コア LAN 
スイッチに接続できます。レイヤ 2 EtherChannel のメンバーである物理インターフェイ
スは、論理ポートチャネル インターフェイスを設定する前に設定されます。これによって、
ポートチャネル インターフェイスに入力するコマンドのほとんどがメンバー インターフェイ
スにコピーされ、手動で複製する必要がないため、最小限の設定で済みます。この手順
では、アクセス レイヤ デバイスを LAN コアに接続する方法について詳細に説明します。

ステップ 1：インターフェイスを EtherChannel のメンバーとして設定します。

EtherChannel のメンバーとなる物理インターフェイスを 2 つ以上設定します。Link 
Aggregation Control Protocol は、正しい EtherChannel が作成され問題の原因に
ならないように、両方の側でアクティブに設定されます。

interface range [interface type] [port 1], [interface type] 
[port 2] 
switchport 
macro apply EgressQoS 
channel-protocol lacp 
channel-group 1 mode active

ステップ 2：トランクを設定します。
802.1Q トランクは、このアップストリーム デバイスへの接続に使用されます。これによっ
て、アクセス レイヤ スイッチで定義されたすべての VLAN にレイヤ 3 サービスを提供で
きるようになります。トランクで許可される VLAN は、アクセス スイッチでアクティブな 
VLAN だけにプルーニングされます。DHCP スヌーピングと ARP インスペクションは信
頼するように設定されます。EtherChannel を使用する場合は、インターフェイス タイプ
がポートチャネルになり、番号はステップ 1 で設定したチャネルグループと一致する必要
があります。

interface Port-channel1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk allowed vlan [data vlan],[voice vlan], [mgmt 
vlan] 
switchport mode trunk 
ip arp inspection trust 
ip dhcp snooping trust 
logging event link-status 
no shutdown 

Catalyst 2960-S と 4500 では、switchport trunk encap-sulation dot1q コマンド
は必要ありません。

サーバ ルーム

ビジネスの概要
歴史の浅い企業やビジネスは多くの場合、デスクの下またはクローゼット内に置かれてい
るアプリケーション サーバ、そしてスイッチ、おそらくはその場しのぎのバックアップ用と
して上部に積み重ねられたストレージ テープで、IT 業務を開始します。企業が成長し、デー
タへの依存度が大きくなるにつれて、より安定した環境を重要なアプリケーションに提供
することが必要になるため、変化せざるを得なくなります。停止による生産性の低下、企
業の印象を傷つける可能性のあるデータ損失、規制への準拠など、懸念理由にかかわら
ず、IT スタッフまたはグループはより安定した環境を構築しなければなりません。

サーバ ルームは、ビジネスの現場に IT 環境が本格導入された最初の例です。IT 環境は、
たとえば、制御された冷却および電力、アプリケーション サーバ用の 2 ～ 3 つの装置ラッ
ク、サポート ネットワーク接続、および小規模のバックアップ システムで構成されます。
Cisco SBA は、サーバ ルーム施設の重要性と、企業の機能全体におけるその施設の重
要性を認識しています。この設計では、企業ネットワーク全体にわたって存在するユーザ
にアプリケーション サーバへの接続を提供するため、小さくても復元力があり、スケーラ
ブルなイーサネット LAN 基盤を提供します。サーバ ルームを、多数のアプリケーション 
サーバや大規模なストレージ環境を備えたデータセンターへと拡張できるよう、『中規模
企業向け Cisco SBA データセンター導入ガイド』にはスムーズな移行のための方法が
記載されています。集中化されたデータセンターを導入している企業は、小さな地域サイ
トで引き続きサーバをホストしなければならないことがあります。SBA サーバ ルーム設計
はこの要件も満たすことができます。

技術概要
SBA においては、サーバ ルームはビジネスを運用するための基本的なコンピューティン
グ機能とストレージ機能を備えており、最大 24 台の物理サーバに対応するように設計さ
れています。この設計では、スタック可能で 10/100/1000 をサポートするイーサネット 
LAN スイッチの Cisco Catalyst 3560-X および Cisco Catalyst 3750-X シリーズを
使用し、広範なサーバ イーサネット インターフェイス速度に対応します。

Catalyst 3750-X シリーズの StackWise+ 機能は、サーバ ルーム環境に復元力のある
高速なバックプレーンを提供し、また、サーバをサーバ ルーム LAN にデュアル ホームす
る機能によって復元力の向上を実現します。スタック内の複数のスイッチと、サーバおよ
びコア LAN スイッチへのデュアル ホーミングを使用することで、サーバ ルームはシング
ル ポイント障害から保護されます。スタック内の Catalyst 3750-X スイッチは、マスター 
スイッチで問題が発生した場合に、自動化されたコントロール プレーン フェールオー
バーを提供します。Catalyst 3750-X シリーズ スイッチのデュアル電源のオプションと 
StackPower は、サーバ ルーム設計の復元力を高めます。3650-X は、3750-X ほどの
復元力は提供しないため、単一の接続済みサーバと重要度の低いシステムに適しています。
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SBA 設計では、サーバ ファーム スイッチは EtherChannel を使用してコアに接続され
るため、2 つのギガビット イーサネット ポートが組み合わされて、単一の 2 ギガビット チャ
ネルが作成されます。より多くの帯域幅を確保するために、必要に応じてサーバ ファーム
からコアへのリンクの数を 4 または 8 に増やすことができます。

導入の詳細 

このセクションでは、サーバ ルームを設定するために必要な各手順について説明します。

   プロセス

   サーバ ルーム LAN の設定 

1. Catalyst 3750-X プラットフォームの設定 

2. サーバ ルーム グローバル コンフィギュレーション 

3. サーバ アクセス ポートの設定 

4. サーバ ルーム アップリンク ポートの設定

   手順 1  Catalyst 3750-X プラットフォームの設定 

ステップ 1：スタックで複数のスイッチが設定されている場合は、スイッチの 1 つがスタッ
クの操作を制御し、スタック マスターと呼ばれます。

3 つ以上のスイッチがスタックとして設定されている場合は、アップリンクが設定されてい
ないスイッチにスタック マスター スイッチ機能を設定します。スタック マスター スイッチを
設定するには、次のようにします。

ステップ 2：スタック マスター スイッチで障害が発生した場合のデフォルトの動作では、
新たにアクティブになったスタック マスター スイッチに新しいスタック MAC アドレスが割
り当てられます。この新しい MAC アドレスの割り当てが原因で、ネットワークの再コンバー
ジェンスが必要になる場合があります。これは、LACP とその他多数のプロトコルがスタッ
ク MAC アドレスに依存しており、再起動が必要なためです。そのため、stack-mac 
persistent timer 0 コマンドを使用して、障害後に元のマスター MAC アドレスがスタッ
ク MAC アドレスのままになるようにする必要があります。

   手順 2  サーバ ルーム グローバル コンフィギュレーション

ステップ 1：AutoQoS がデバイスで設定されていない可能性があるため、次のコマンドを
入力して、グローバル QoS 設定を手動で設定します。

mls qos map policed-dscp 0 10 18 to 8 
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56 
mls qos srr-queue input bandwidth 70 30 
mls qos srr-queue input threshold 1 80 90 
mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 30 
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 3 
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3 6 7 
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1 4 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 24 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 48 49 50 
51 52 53 54 55 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 56 57 58 
59 60 61 62 63 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 32 33 40 
41 42 43 44 45 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 46 47 
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5 
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2 
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3 
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7 
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0 
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40 
41 42 43 44 45 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18 
19 20 21 22 23 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28 
29 30 31 34 35 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 36 37 38 
39 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 
51 52 53 54 55 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 
59 60 61 62 63 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 
4 5 6 7 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 
13 15 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14 
mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200 
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mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400 
mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400 
mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200 
mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20 
mls qos 
!
macro name EgressQoS 
mls qos trust dscp 
queue-set 2 
srr-queue bandwidth share 1 30 35 5 
priority-queue out 
@

ステップ 2：デバイスの復元機能を設定します。
Virtual Trunk Protocol（VTP; 仮想トランク プロトコル）を使用すると、ネットワーク 
マネージャは、ネットワークの 1 つのロケーションで VLAN を設定し、その設定を他のネッ
トワーク デバイスに動的に伝達することができます。ただし、ほとんどの場合 VLAN は、
追加の変更がほぼないものとして、スイッチの設定中に一度だけ定義されます。

操作ミスが原因で予期しない動作が発生する可能性を考えると、ネットワーク間で 
VLAN 情報を動的に広げることの利点はありません。このため、このアーキテクチャでは 
VTP トランスペアレント モードを設定します。

vtp mode transparent 

Rapid Per-VLAN Spanning-Tree（PVST+）は、VLAN 単位で RSTP（802.1w）
のインスタンスを提供します。Rapid PVST+ は、従来のスパニング ツリー（802.1D）
によって間接的な障害またはリンクアップのリストア イベントの検出を大幅に改善します。

レイヤ 2 ループなしとしてこのアーキテクチャを構築したとしても、引き続きスパニング ツ
リーを有効にする必要があります。スパニング ツリーを有効にすると、物理または論理ルー
プが誤って設定された場合に、レイヤ 2 ループが実際に発生しないようにできます。

spanning-tree mode rapid-pvst 

Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検出）は、光ファイバまたはツ
イストペア イーサネット ケーブル経由で接続されているデバイスが、ケーブルの物理設
定を監視して、単方向リンクが存在する場合に検出できるようにするレイヤ 2 プロトコル
です。UDLD は単方向リンクを検出すると、影響を受けるインターフェイスを無効にし、
アラートを発します。単方向リンクが原因で、スパニング ツリー ループ、ブラック ホール、
および非確定的なフォワーディングなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。
さらに、UDLD は、より高速なリンク障害検出と、単方向障害の影響を受けやすいインター
フェイス トランク（特にファイバ）の迅速な再コンバージェンスを可能にします。

udld enable 

EtherChannel は復元機能を備えているため、この設計では広く使用されます。
EtherChannel のメンバー リンク間でトラフィックの負荷を分散する方法を正規化するに
は、トラフィックを送信するリンクを計算する際に、トラフィックの送信元と宛先 IP アドレ
スを使用するようすべてのスイッチを設定する必要があります。

port-channel load-balance src-dst-ip

ステップ 3：サーバが接続を必要とするすべての VLAN のスイッチで仮想 LAN を設定し
ます。

クライアント、IP 電話、およびインバンド管理インターフェイスへの接続を設定できるよ
うに、スイッチでデータ、音声、および管理 VLAN を設定します。

vlan [server vlan],[server vlan] 

ステップ 4：インバンド管理を設定します。
IP アドレスを使用してスイッチを設定して、インバンドで管理できるようにします。

interface Vlan115 
ip address 10.10.15.50 255.255.255.128 
no shutdown 
ip default-gateway 10.10.15.1 

   手順 3  サーバ アクセス ポートの設定 

ステップ 1：サーバをサポートするようスイッチ インターフェイスを設定します。

このホスト インターフェイス設定では、基本的なサーバ接続がサポートされます。
interface range [interface type] [port number]–[port number] 
switchport access vlan [server vlan] 
switchport mode access 

スイッチポートをモード ホストとして設定することで、ポートがフォワーディング ステート
になるまでの時間を短縮します。

switchport host 

サーバからのトラフィックの QoS マーキングを信頼するには、次のコマンドを入力します。
auto qos trust dscp

サーバまたはアプリケーションで、トランキングやポート チャネリングなどの特殊な設定
が必要になることがあります。この情報については、ベンダーのマニュアルを参照してくだ
さい。
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   手順 4  サーバ ルーム アップリンク ポートの設定

この手順では、サーバ ルーム スイッチを LAN コアに接続する方法について詳細に説明し
ます。

ステップ 1：EtherChannel からコアへの設定 

EtherChannel のメンバーとなる物理インターフェイスを 2 つ以上設定します。Link 
Aggregation Control Protocol は、正しい EtherChannel が作成され問題の原因に
ならないように、両方の側でアクティブに設定されます。

interface range [interface type] [port 1], [interface type] 
[port 2] 
switchport 
macro apply EgressQoS 
channel-protocol lacp 
channel-group 1 mode active

ステップ 2：トランク設定 

802.1Q トランクは、このアップストリーム デバイスへの接続に使用されます。これによっ
て、サーバ ルーム スイッチで定義されたすべての VLAN にレイヤ 3 サービスを提供でき
るようになります。トランクで許可される VLAN は、サーバ ルーム スイッチでアクティブ
な VLAN だけにプルーニングされます。

interface Port-channel1
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk allowed vlan [server vlan]
switchport mode trunk 
no shutdown 

読者へのヒント

 中規模企業向け SBA データセンター設計ガイドおよび導入ガイドに従って、SBA 
基盤設計内のサーバ ルームからさらに高度なビジネス オペレーションおよびアプリ
ケーション環境にマイグレーションできます。
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ビジネスの概要
多くの企業はそのニーズよって、リモート サイト（本社の外部）を効率化する必要があり
ます。サービスを提供する相手との直接応対が必要なチェーン店のレストラン、地域の配
送拠点を必要とする貨物サービス、またはさまざまな場所にある学校を運営している教育
機関など、どのような組織であっても、地理的に分散した各場所における人材を求めてい
ます。

この分散された人材に関する課題の 1 つは、本社内の情報とアプリケーションへのアクセ
スを、リモート サイトにいるユーザに提供することです。アプリケーション サーバまたは
一部のデータが分散している場合でも、効率を高めるため、また誰もがすべてのデータを
使用できるようマージするために、それらは通常、中央の 1 箇所にバックアップされます。
つまり、企業においては、広域にわたるこれらのサイトをすべて接続するためのネットワー
クが必要です。中央サイトへの接続がなくてもリモート サイトが機能することが必要かど
うかによって、リモート サイトにはネットワーク機器およびトランスポートにおけるさまざ
まなレベルのアベイラビリティが必要となる場合があります。

「分散した企業」の IT ニーズを管理するうえでのもう 1 つの課題は、WAN 上で実行した
際にも十分なアプリケーション パフォーマンスを実現する接続性を提供することです。従
業員の生産性と効率を最大化するには、リモート サイトのユーザも本社のユーザと同等
のアプリケーション パフォーマンスと機能を得られる必要があります。長時間の待機やタ
イムアウトは、顧客の満足度の低下と事業の損失につながることがあります。

WAN のハードウェアとトポロジは、成長と拡張の要件に制約を与えるものであってはな
りません。WAN の設計には十分な柔軟性を組み込み、WAN が地理的に拡張できるよ
うにする必要があります。これにより、特定のサービス領域で追加されたリモート サイト
にスケーラブルな接続を提供し、企業の新しい地域への拡張に対応する階層型の接続モ
デルがサポートできるようになります。

WAN は、遠くに到達する必要があるほど複雑になり、障害が発生しやすくなります。企
業にとっての課題は、帯域幅、機器、および復元力のコストと、停止が発生した場合の
生産性と事業損失とのバランスを取ることです。

技術概要
WAN 集約とは、本社とリモート サイト間の接続ポイントのことです。WAN 設計は、サー
ビス プロバイダーによって提供される専用回線接続に基づきます。WAN サービス製品と
導入可能なハードウェアおよびソフトウェアの設定が多数あることから、この導入ガイド
ではイーサネット接続のレイヤ 3 MPLS サービスの一般的な例を扱うことにします。本社
とリモート サイトの WAN インターフェイスで使用できる導入例を示します。WAN はすべ
てのロケーションを相互接続し、本社でインターネットのトラフィックを集約します。
WAN 設計で、次の 2 つのサイズ範囲に関するガイダンスを提供します。

• WAN-25 は、本社によるおよそ 25 のリモート サイトの WAN 集約に対応します。

図 4-1   WAN 25

• WAN-75 では、1 つの場所に集約された最大 75 サイトに対応する、より大きい 
WAN がサポートされます。これには、地域の WAN 集約に WAN-25 設計を使用し
ている地域サイトが含まれることがあります。
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図 4-2  WAN 75

WAN ルータの選択基準に含まれるのは、ロケーション間でパケットをルーティングする
ための主要な機能だけではありません。長いサービス期間を可能にするために十分な柔
軟性を確保するには、ルータがいくつかの追加機能をサポートできることが必要な場合が
あります。

• IP テレフォニーの音声メディアとゲートウェイ サービス 

• アプリケーション最適化サービス
• 統合型のソフトウェア機能またはハードウェア サービス モジュールによって提供され
るセキュリティ機能

• ハードウェアによって高速化された統合型の VPN サポートによって提供される、接
続または復元力の追加オプション

T1/E1 以下の接続速度を持つ各リモート サイトを 20 か所分サポートするルーティング 
キャパシティを提供するには、Cisco 3945 と Cisco 3925 ISR G2 が本社の WAN ルー
タとして推奨されるオプションです。注：

• Cisco 3945 と 3925 ISR は、本社とリモート サイト間の接続ニーズに合わせたサー
ビス（音声など）と、高速ルーティングを可能にする、柔軟性のあるモジュラ プラッ
トフォームです。

• Cisco 3945 と 3925 は将来性と投資保護を提供します。これらのルータでは、将来、
パフォーマンスを改善する必要が生じた場合にアップグレードが可能なマザーボード
がサポートされます。また、高速な WAN 接続のために T3/E3 ネットワーク モジュー
ルもサポートされます。

• メイン サイトのルータは、ユニファイド コミュニケーション メディア リソースとゲート
ウェイ機能も提供できます。そのため、十分な DSP とデュアル T1/E1 HWIC を使用
して設定されます。これにより、単一の HWIC スロットを使用した、WAN および 
PSTN PRI 設定がサポートされます。

リモート サイト設計では、コンピュータ、IP 電話、およびワイヤレスを使用する 25 人ま
でのユーザがサポートされます。コンピュータは、デスクトップ アプリケーション、電子メー
ル、およびその他の企業のアプリケーションに WAN 経由でアクセスします。これらのア
プリケーションは、本社のサーバ ルームから提供され、IP 電話システムは WAN 経由で
サポートされます。

Cisco ISR G2 ファミリ ルータの 2911、2921、および 2951 は、WAN 経由でリモー
ト サイトを本社に接続するための要件を満たすプラットフォームです。

• 選択したプラットフォームは、帯域幅の T1/E1 をサポートするために必要な処理能
力を提供し、拡張可能です。

• 3 つすべてのプラットフォームが、WAN を介したデータ、音声、ビデオを最適化する
ため、公衆電話交換網、Wide-Area Application Services Network Module
（NM; ネットワーク モジュール）、または Services-Ready Engine（SRE; サービ
ス対応エンジン）へのローカル接続のために、音声ゲートウェイ機能が統合されたサー
ビスを提供します。

リモート サイトのルータ プラットフォームの選択は、次のパラメータの大きい方に基づい
ています。

推奨されるプラット
フォーム

リモート サイトの
ユーザ数 WAN 帯域幅

Cisco 2911 15 最大 10 Mbps

Cisco 2921 25 最大 20 Mbps

Cisco 2951 40 最大 45 Mbps

WAN ルータのサービス品質
このセクションでは、すべての WAN ルータ向けの推奨される QoS 設定について説明し
ます。

ステップ 1：中規模企業向け SBA 設計で WAN ルータの次の設定を適用します。
class-map match-any DATA
  match ip dscp af21
class-map match-any INTERACTIVE-VIDEO
  match  dscp cs4  af41
class-map match-any CRITICAL-DATA
  match  dscp cs3  af31
class-map match-any VOICE
  match  dscp ef
class-map match-any SCAVENGER
  match ip dscp cs1  af11
class-map match-any NETWORK-CRITICAL
  match ip dscp cs2  cs6
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!
!
policy-map WAN
 class VOICE
    priority percent 10
 class INTERACTIVE-VIDEO
    priority percent 23
 class CRITICAL-DATA
    bandwidth percent 15
     random-detect dscp-based
 class DATA
    bandwidth percent 19
     random-detect dscp-based
 class SCAVENGER
    bandwidth percent 5
 class NETWORK-CRITICAL
    bandwidth percent 3
 class class-default
    bandwidth percent 25
     random-detect
policy-map WAN-QOS-POLICY
 class class-default
    shape average 10000000
  service-policy WAN

WAN-QOS-POLICY ポリシーマップ設定には、WAN リンクの帯域幅の記述が含まれて
いるため、インターフェイスの出力シェーパーは、さまざまなトラフィック クラスの帯域幅
割り当てを設定できます。「shape average」値は、次の例に示すように、WAN 回線の
ライン レートによって決まります。

回線速度 シェーピング平均値
384 Kbps 384000

T1：1.44 Mbps 1440000

E1：1.5 Mbps 1500000

10 Mbps 10000000

本社または地域のハブ WAN ルータ 

このプロセスでは、本社または地域サイトの WAN 集約ルータの設定プロセスについて説
明します。

図 4-3  WAN ルーティング レイアウト

 特定のインターフェイスおよび IP アドレスは、すべて導入ガイドを検証するために使
用されたシスコのラボに基づく例です。ご使用のインターフェイスおよび IP アドレス
は異なる可能性があります。

読者へのヒント
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   プロセス 

   本社の WAN ルータの設定
1. 本社の WAN ルータ グローバル コンフィギュレーションの適用
2. 本社の WAN ルータ LAN インターフェイスの設定
3. 本社の WAN ルータ LAN ダイナミック ルーティングの設定
4. 本社の WAN ルータ WAN インターフェイスの設定
5. 本社の WAN ルータ WAN スタティック ルーティングの設定

本社と地域サイトの WAN を設定するには、次の各手順を実行します。

読者へのヒント

 詳細な設定例については、『SBA ボーダレス ネットワーク基盤コンフィギュレー
ション ファイル ガイド』を参照してください。

  

   手順 1 本社の WAN ルータ グローバル コンフィギュレーションの適用

本社の WAN ルータでは、管理アクセスやネットワーク時間設定など、インフラストラクチャ
上の要件を有効にするための基本的なグローバル コンフィギュレーションが必要です。

ステップ 1：「グローバル コンフィギュレーション モジュール」セクションで説明した設定を
適用します。

ステップ 2：QoS 分類子を定義する設定を適用します。WAN-QOS-POLICY ポリシー
マップ設定には、WAN リンクの帯域幅の記述が含まれているため、インターフェイスの
出力シェーパーは、さまざまなトラフィック クラスの帯域幅割り当てを設定できます。
「shape average」値は、次の例に示すように、WAN 回線のライン レートによって決ま
ります。

回線速度 シェーピング平均値
384 Kbps 384000

T1：1.44 Mbps 1440000

E1：1.5 Mbps 1500000

10 Mbps 10000000

class-map match-any DATA
 match ip dscp af21
class-map match-any INTERACTIVE-VIDEO
 match  dscp cs4  af41
class-map match-any CRITICAL-DATA
 match  dscp cs3  af31
class-map match-any VOICE
 match  dscp ef
class-map match-any SCAVENGER
 match ip dscp cs1  af11
class-map match-any NETWORK-CRITICAL
 match ip dscp cs2  cs6
!
!
policy-map WAN
 class VOICE
    priority percent 10
 class INTERACTIVE-VIDEO
    priority percent 23
 class CRITICAL-DATA
    bandwidth percent 15
     random-detect dscp-based
 class DATA
    bandwidth percent 19
     random-detect dscp-based
 class SCAVENGER
    bandwidth percent 5
 class NETWORK-CRITICAL
    bandwidth percent 3
 class class-default
    bandwidth percent 25
     random-detect
policy-map WAN-QOS-POLICY
 class class-default
    shape average 10000000
  service-policy WAN

   手順 2 本社の WAN ルータ LAN 接続の設定

本社のルータは、コア スイッチに接続されています。両方のギガビット イーサネット イン
ターフェイスが、ハイ アベイラビリティのために EtherChannel を使用します。各インター
フェイスは、コア スタックまたはモジュラ スイッチ内の異なるスイッチまたはブレードに接
続されています。
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図 4-4  本社の WAN ルータとコア LAN インターフェイス

ステップ 1：VLAN を作成し、EtherChannel ポートグループを定義して、本社のコア 
スイッチで VLAN の IP アドレスを割り当てます。

vlan 132
 name core-wan 
!
interface Port-channel32
 description To-WAN-Router
 switchport
 switchport access vlan 132
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface GigabitEthernet1/2/47
 description Etherchannel To ISR3945 WAN router
 switchport
 switchport access vlan 132
 switchport mode access
 channel-group 32 mode on
!
interface GigabitEthernet2/2/47
 description Etherchannel To ISR3945 WAN router
 switchport
 switchport access vlan 132
 switchport mode access
 channel-group 32 mode on
!
interface Vlan132
 ip address 10.10.32.1 255.255.255.128

ステップ 2：コアへの接続のために本社の WAN ルータの EtherChannel インターフェ
イスを設定して、IP アドレスを定義します。

interface Port-channel32
   ip address 10.10.32.126 255.255.255.128 

ステップ 3：EtherChannel に物理インターフェイスを割り当てます。
interface GigabitEthernet0/1 
   no ip address 
   channel-group 32 
!
interface GigabitEthernet0/2
   no ip address 
   channel-group 32

   手順 3 本社の WAN ルータ ダイナミック ルーティングの設定 

ダイナミック ルーティングを可能にするために EIGRP が有効になっています。

図 4-5  本社の WAN ルータとコア EIGRP ダイナミック ルーティング

ステップ 1：ダイナミック ルーティングを有効にするには、LAN で定義された他のルー
タとスイッチと同じ自律システム番号を持つ EIGRP を使用します。

router eigrp 1 

ステップ 2：ネットワーク コマンドを使用して、このルータで指定されたネットワーク範囲
内のすべてのインターフェイスで EIGRP を有効にし、ルートがアドバタイズされる前に集
約されないようにルーティング プロセスを設定します。

   network 10.10.0.0 0.0.255.255 
no auto-summary 

   手順 4 本社の WAN ルータ WAN インターフェイスの設定 

本社の WAN ルータは、イーサネット MPLS WAN に接続するよう設定されます。
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図 4-6  本社の WAN ルータ WAN インターフェイス

ステップ 1：ルータのイーサネット WAN インターフェイスで IP アドレスを設定します。
interface GigabitEthernet0/0 
  description MPLS WAN Uplink
  ip address 192.168.5.129 255.255.255.252 

ステップ 2：WAN インターフェイスで IP マルチキャスト ルーティングを有効にして、イン
ターフェイス統計情報モニタを 30 秒に設定します。

   ip pim sparse-mode 
   load-interval 30 

ステップ 3：QoS セクションの WAN QoS シェーピングとキューイング ポリシーをイン
ターフェイスに結び付けます。

   service-policy output WAN-QOS-POLICY 

QoS ポリシーの「シェープ」平均設定は、WAN 接続の速度に依存します。 

   手順 5 WAN ルータ スタティック ルーティングの設定

本社のルータは、対応する LAN から、WAN 経由で接続されているサイトにトラフィックを
転送するために、スタティック ルーティングを適用します。スタティック ルーティングは、
WAN でバインドされたトラフィックのネクスト ホップについて、リモート サイトまたは本
社のルータに 1 つのオプションだけがある場合の最も単純なオプションです。

図 4-7  本社の WAN ルータ WAN スタティック ルーティング

ステップ 1：本社のルータでリモート サイトの LAN へのスタティック ルートを設定します。
ip route 10.11.0.0 255.255.0.0 192.168.5.130 

ステップ 2：リモート サイトの WAN インターフェイスへのスタティック ルートを使用して
本社のルータを設定します。

ip route 192.168.5.128 255.255.255.224 192.168.5.130

ステップ 3：リモート サイトへのスタティック ルートをアドバタイズするよう EIGRP を設
定します。スタティック ルートは、指定されたメトリックを持つ EIGRP に再配布されます。
デフォルトでは、帯域幅と遅延の値だけがメトリックの計算に使用されます。

router eigrp 1 
  redistribute static 50000 100 255 1 1500  

WAN インターフェイスのサブネットのアドバタイズは、コア ネットワークからリモート サ
イト ルータの WAN インターフェイスに到達できるようにする最も簡単なソリューションで
す。これにより、ルータ ベースの多数のサービスが正しく機能します。

リモート サイトの WAN ルータ 

このモジュールでは、リモート サイトの WAN ルータの設定プロセスについて説明します。

読者へのヒント

 特定のインターフェイスおよび IP アドレスは、すべてこのガイドで示されているアー
キテクチャを検証するために使用されたシスコのラボに基づく例です。ご使用のイン
ターフェイスおよび IP アドレスは異なる可能性があります。
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   プロセス 

   リモート サイトの WAN ルータの設定
1. WAN ルータ グローバル コンフィギュレーション
2. WAN ルータ ループバック インターフェイスの設定
3. リモート サイトのルータ WAN インターフェイスの設定
4. リモート サイトのルータのスタティック ルーティングの設定
5. リモート サイトのルータ イーサネットの設定
6. リモート サイトの DHCP プールの設定

リモート サイトの WAN ルータを設定するには、次の各手順を実行します。

読者へのヒント

 設定の詳細については、『基盤コンフィギュレーション ファイル ガイド』を参照して
ください。

   手順 1 WAN ルータ グローバル コンフィギュレーション 

本社の WAN ルータでは、管理アクセスやネットワーク時間設定など、インフラストラクチャ
上の要件を有効にするための基本的なグローバル コンフィギュレーションが必要です。

ステップ 1：「グローバル コンフィギュレーション モジュール」セクションで説明した設定を
適用します。

ステップ 2：QoS 分類子を定義する設定を適用します。WAN-QOS-POLICY ポリシー
マップ設定には、WAN リンクの帯域幅の記述が含まれているため、インターフェイスの
出力シェーパーは、さまざまなトラフィック クラスの帯域幅割り当てを設定できます。
「shape average」値は、次の例に示すように、WAN 回線のライン レートによって決ま
ります。

回線速度 シェーピング平均値
384 Kbps 384000

T1：1.44 Mbps 1440000

E1：1.5 Mbps 1500000

10 Mbps 10000000

 
class-map match-any DATA
 match ip dscp af21
class-map match-any INTERACTIVE-VIDEO
 match  dscp cs4  af41
class-map match-any CRITICAL-DATA
 match  dscp cs3  af31
class-map match-any VOICE
 match  dscp ef
class-map match-any SCAVENGER
 match ip dscp cs1  af11
class-map match-any NETWORK-CRITICAL
 match ip dscp cs2  cs6
!
!
policy-map WAN
 class VOICE
    priority percent 10
 class INTERACTIVE-VIDEO
    priority percent 23
 class CRITICAL-DATA
    bandwidth percent 15
     random-detect dscp-based
 class DATA
    bandwidth percent 19
     random-detect dscp-based
 class SCAVENGER
    bandwidth percent 5
 class NETWORK-CRITICAL
    bandwidth percent 3
 class class-default
    bandwidth percent 25
     random-detect
policy-map WAN-QOS-POLICY
 class class-default
    shape average 10000000
  service-policy WAN
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   手順 2 WAN ルータ ループバック インターフェイスの適用

ブランチの WAN ルータは、Web キャッシュのリダイレクト、ルータ テレフォニー リソー
ス、および管理アドレスなど、ルータ サービスの信頼できる IP アドレスとしてループバッ
ク インターフェイスを使用できます。

ステップ 1：ルータのループバック インターフェイスを定義します。
interface Loopback 0lass-map match-any DATA
 ip address 10.11.0.1 255.255.255.0 

   手順 3 リモート サイトのルータ WAN インターフェイスの設定

図 4-8  本社の WAN ルータ WAN インターフェイス

ステップ 1：ルータのイーサネット WAN インターフェイスを使用して IP アドレスを設定
します。

interface GigabitEthernet0/0 
  description MPLS WAN Uplink
  ip address 192.168.5.133 255.255.255.252 

これは、グローバル コンフィギュレーション コマンドです。

ステップ 2：WAN インターフェイスで IP マルチキャスト ルーティングを有効にして、イン
ターフェイス統計情報モニタを 30 秒に設定します。

   ip pim sparse-mode 
   load-interval 30 

ステップ 3：QoS セクションの WAN QoS サービス ポリシーをインターフェイスに結び
付けます。

   service-policy output WAN-QOS-POLICY 

QoS ポリシーの「シェープ」平均設定は、WAN 接続の速度に依存します。

   手順 4 リモート サイトのスタティック ルーティングの設定

リモート サイトは、スタティック ルーティングを使用して、すべてのトラフィックを本社ま
たは地域サイトの集約ルータに転送します。

図 4-9  本社の WAN ルーティング

ステップ 1：リモート サイトのすべての LAN トラフィックを WAN、そして本社のルータ
に転送するためのスタティック デフォルト ルートを設定します。

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.134 

WAN インターフェイスのサブネットのアドバタイズは、ルータの WAN インターフェイスを
コア ネットワークから到達可能にして、多数のルータ ベースのサービスが正しく機能でき
るようにするための最も簡単なソリューションであり、必要になる可能性があります。

   手順 5 リモート サイトのルータ イーサネットの設定

リモート サイトのルータ イーサネット設定は、次の点を除き、本社での設定と似ています。
• EtherChannel はありません。
• データ /音声 VLAN について、ルータはリモート サイトで単一の物理インターフェイ
スを介してレイヤ 3 スイッチングを提供しているため、多くのサブインターフェイスが
あります。
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図 4-10  LAN スイッチへのリモート サイトのルータ

ステップ 1：リモート サイト イーサネット スイッチへのリモート サイト イーサネット物理
ポート接続を設定します。

interface GigabitEthernet0/1 
   no ip address 
   duplex auto 
   speed auto 

ステップ 2：リモート サイトでサブネットのルーティングを提供するサブインターフェイ
スを設定し、サブインターフェイスの 802.1q タグと一致させ、IP ルーティング用に設定
します。

interface GigabitEthernet0/1.104 
   description Wired Data 
   encapsulation dot1Q 104 
   ip address 10.11.4.1 255.255.255.0 
! 
interface GigabitEthernet0/1.106 
   description Wired Voice Subnet 
   encapsulation dot1Q 106 
   ip address 10.11.6.1 255.255.255.0

この設定は、リモート サイトでデータと音声サービスの VLAN を有効にします。

   手順 6 リモート サイトの DHCP プールの設定

リモート サイトでは、WAN ルータ上のローカル DHCP サービスを使用して、IP 電話、
ワイヤレス アクセス ポイント、ユーザのラップトップとデスクトップ コンピュータ、および
その他のエンドポイント デバイスの基本的なネットワーク設定を割り当てます。

ステップ 1：サブネットで最初の 10 個のアドレスに関する DHCP 割り当てを除き、デー
タ エンドポイントの DHCP 範囲を設定します。

ip dhcp excluded-address 10.11.4.1 10.11.4.10 
ip dhcp pool wired-data 
network 10.11.4.0 255.255.255.0 
default-router 10.11.4.1 
domain-name cisco.local 
dns-server 10.10.48.10

ステップ 2：サブネットで最初の 10 個のアドレスに関する DHCP 割り当てを除き、音声
エンドポイントの DHCP 範囲を設定します。IP 電話をサポートするには、DHCP オプ
ション 150 の追加設定に注意してください。

ip dhcp excluded-address 10.11.6.1 10.11.6.10 
ip dhcp pool wired-voice 
network 10.11.6.0 255.255.255.0 
default-router 10.11.6.1 
domain-name cisco.local
dns-server 10.10.48.10
option 150 ip 10.10.48.20 
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セキュリティ モジュール

ビジネスの概要
「セキュリティ モジュール」では、次のビジネス上の問題を扱います。

•  企業は、インターネット サービス（電子メールと Web）へのユーザ アクセスを提供
する必要があります。

•  リモート ロケーションのユーザは、企業内のサービスにアクセスする必要があります。
•  企業は、公共、パートナー、および顧客のために、データとサービス、またはその両
方へのアクセスを制御する必要があります。

•  企業は業務に関連したロケーションへのインターネット アクセスを制御することで、
従業員の生産性を向上させる必要があります。

•  企業は、インターネット接続に関連するセキュリティ リスクを管理する必要があり 
ます。

「セキュリティ モジュール」では、インターネット エッジ、サーバ ルーム、およびコアの
セキュリティ面に焦点を当てます。

インターネット エッジは、企業とインターネット間でトラフィックを伝送するための接続を
提供します。これには、企業、インターネット、および DMZ 間のトラフィックが含まれま
す。企業のインターネット エッジの導入により、企業のセキュリティ ポリシーを適用し、
そのポリシーが実際の状況に合ったものとして機能する必要があります。このポリシーの
一部として、従業員がインターネット サービスを適切に使用することは重要な考慮事項で
す。適切に使用することによって、生産性の維持、法律的問題の回避、業務に関連のな
い帯域幅の消費に関連するコストの削減が可能です。

インターネット エッジによって、ユーザのロケーションに関係なく、ユーザが自分の役割を
果たすために必要なサービスとデータにアクセスできます。

サーバ ルームは、企業の重要な資産を収容しており、保護を追加する必要があります。
この設計では、サーバ ルームに導入するアプリケーションに固有の、より詳細なセキュリ
ティ ポリシーを導入します。サーバ ルームで許可されるトラフィックを、特に必要なもの
に制限することで、これらの重要なサーバが攻撃にさらされる機会を制限します。

ボーダレス ネットワークにおいてユーザとは、従業員、契約業者、パートナー、または 
顧客を指します。各ユーザは、アクセス、データ、およびサービスに対して異なるニーズを
持っています。

ユーザのインターネット アクセスの要件が広がるにつれて、そのようなアクセスに関連す
るリスクを管理する必要があります。このリスクは、2 つの基本的なタイプに分けることが
できます。特定の情報またはリソースが不正使用のために検索されるような直接攻撃と、
悪意のあるソフトウェア エージェントが長期にわたって情報を収集したりリソースを消費
したりするために配置されるような間接攻撃です。企業をこのようなアクティビティから保
護しないと、結果として知的財産の損失、データ盗難、リソースの悪用、場合によっては
法的責任が発生する可能性があります。

技術概要
インターネット エッジは、企業ネットワークがインターネットに接続するネットワークの 
ポイントです。これは企業ネットワークの境界で、ユーザと重要な資産を含むコア ネット
ワークをオープンな保護されていないインターネットから分離します。

インターネットに接続され、ワーム、ウイルス、およびターゲット攻撃などの絶えず続く一
斉攻撃に対して脆弱性のあるほとんどのネットワークでは、企業は次のものの保護を常時
行う必要があります。

• ネットワーク
• ユーザ データ
• 顧客情報

インターネット エッジには通常、ファイアウォール、VPN アプライアンス、および侵入防
御システム（IPS）アプライアンスが存在します。この設計では、Cisco Adaptive 
Security Appliance（Cisco ASA; 適応型セキュリティ アプライアンス）がインターネッ
ト エッジに導入され、単一の低コスト デバイスでこれらの機能を実行します（図 5-1）。
Cisco ASA は、より詳細なアクセス ポリシーと IPS 機能を提供するためにサーバ ルー
ムにも導入されます。コアでは、さらなるインスペクション レイヤとして、すべてのユーザ 
トラフィックを監視する IPS アプライアンスが導入されます。
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図 5-1  セキュリティ モジュール

読者へのヒント

 「セキュリティ モジュール」では、基本的な Cisco ASA ファイアウォールのセットアッ
プおよび VPN 設定が、それぞれ独自のセクションで説明されています。専用 IPS ア
プライアンスとルータ統合型 IPS もネットワーク全体の他の場所にも導入されるた
め、IPS も独自のセクションで説明されています。規制要件は国や業界によって異な
るため、本書では特定の規制要件を網羅的には説明しません。

セキュリティ ポリシーの開発
ビジネスには、ファイアウォール ポリシーを定義する際の出発点として IT セキュリティ ポ
リシーが必要です。企業全体のセキュリティ ポリシーがない場合は、セキュアなコンピュー
ティング環境を維持しながらビジネスにおける効果的なポリシーを定義するのが非常に困
難になります。

ビジネスのネットワークのさまざまな機能セグメント間でセキュリティを効果的に導入する
には、予期されるネットワークの動作に関する可能な限りの詳細な情報を求める必要があ
ります。期待されるものが詳細にわかっている場合は、セキュリティを最適化しながら、
より容易にビジネスのアプリケーション トラフィックとパフォーマンス要件を満たすセキュ
リティ ポリシーを定義することができます。

読者へのヒント

 規制への準拠に関する考慮事項の詳細な説明は、本書の対象範囲外です。ネット
ワーク セキュリティ設計には業界の規制を含める必要があります。準拠していない
場合、罰金や業務停止などの規制上のペナルティが発生する可能性があります。

ネットワーク セキュリティ ポリシーは、「ホワイトリスト」ポリシーと「ブラックリスト」ポ
リシーの 2 つの基本カテゴリに分けることができます。ホワイトリスト セキュリティ ポリ
シーは、非常に暗黙的なセキュリティ ポスチャを提供し、アプリケーションを有効化する
上で（十分に詳細なレベルで）許可する必要のあるものを除く、すべてのトラフィックを
ブロックします。ホワイトリスト ポリシーは、ビジネスを遂行するために許可する必要の
あるトラフィックだけを許可することから、規制要件を満たす上で一般的に最適とされて
います。他のトラフィックはブロックされるため、不要なアクティビティが起こっていない
ことを保証するために監視する必要がなく、IDS または IPS に転送されるデータの量が
削減され、侵入またはデータ損失の場合に確認しなければならないログ エントリの数は
最小限に抑えられます。
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図 5-2  ホワイトリスト セキュリティ ポリシー

逆に、ブラックリスト ポリシーは中央のデータ リソースに対して明らかに重大なリスクを
もたらすトラフィックだけを拒否します。ブラックリスト ポリシーは、より簡単にメンテナン
スでき、ネットワーク アプリケーションに干渉する可能性は高くありません。ホワイトリス
ト ポリシーは、ネットワークの要件を調べ、必要なネットワーク アクティビティへの干渉を
回避するポリシーの調整ができる場合に、ベスト プラクティスとなるオプションです。

図 5-3  ブラックリスト セキュリティ ポリシー

ホワイトリスト ポリシーは、ポリシー ルール セットの最後のルールによって識別できます。
つまり、最後のルールは常に、その前のルールによって拒否または許可されなかった任意
のトラフィックを拒否するというルールで終了しています。Cisco ASA ファイアウォール
は、アクセス リストの最後にすべて拒否するルールを暗黙的に追加します。ブラックリス
ト ポリシーには、明示的に許可または拒否されるトラフィックをすべて許可するための明
示的なルールが、暗黙的な「すべて拒否」ルールの前に含まれています。

ホワイトリスト ポリシー基準を選択する場合も、ブラックリスト ポリシー基準を選択する
場合も、信頼できるアプリケーション トラフィックにおける悪意のあるアクティビティを制
御するために、IDS または IPS の導入を検討してください。少なくとも、IDS または IPS 
は、データ漏えいの出所を判別するためのフォレンジック（原因究明）で役立つことがあ
ります。最適な環境では、IPS は攻撃を発生時に検出して防止でき、発生元の悪意のあ
るアクティビティを追跡するための詳細情報を提供できることがあります。IDS または 
IPS は、対象になるネットワーク（たとえば、PCI 2.0）に対する規制に対応するために
も必要になることがあります。

リスクが高いトラフィックをブロックするブラックリスト ポリシーは、次のいずれかの場合に
（ホワイトリスト ポリシーと比較して）影響が少なく、セキュリティが低いオプションを提
供します。

• ネットワークのアプリケーション アクティビティの詳細な調査が実用的ではない。
• ネットワークのアベイラビリティ要件によって、アプリケーションのトラブルシュー
ティングが禁止されている。

アプリケーションのすべての要件を特定することが実用的でない場合は、ポリシーの詳細
な調査を展開できるように、ロギングを有効にしてブラックリスト ポリシーを適用できま
す。ネットワークの動作の詳細が手元にある場合は、ホワイトリスト ポリシーの開発はよ
り簡単かつ効果的です。

ネットワーク アクセスの大部分をオープンなままにすると、サーバ ルームのリソースはセ
キュリティ侵害の大きいリスクにさらされます。ユーザ ネットワークとサーバ ルーム間の
データ アクセスに対する制限の少ないポリシーを使用する場合は、データ セキュリティの
侵害の可能性を最小限に抑えるために、IDS または IPS を積極的に検討してください。
または、少なくとも、データの改ざんや損失が検出された場合にフォレンジック証跡を実
施してください。IPS を正しく適用することで、不必要なネットワーク アクティビティの可
能性が低くなります。

セキュリティ ポリシーの要件を効果的に評価するために、次の質問に回答してください。
• サーバ ルームからどのアプリケーションを提供しますか。
• プロトコル レベルでアプリケーションのトラフィックの特性を表すことができますか。
• セキュリティ ポリシーがアプリケーションに干渉する場合に、トラブルシューティン
グを促進するためにアプリケーション動作の詳細な説明は可能ですか。

• ネットワークの制御された部分と制御されない部分において、ネットワークのベースラ
イン パフォーマンスに期待するものは何ですか。

• セキュリティ コントロールで処理することが期待されるスループットのピーク レベルは
どのくらいですか。このコントロールには、ワークステーションのバックアップやセカン
ダリ データ レプリケーション サイトへのデータの転送など、広帯域を必要とするアク
ティビティが含まれます。
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インターネット エッジのためのシスコ適応型セキュリティ アプライアンス設定
Cisco Adaptive Security Appliance（Cisco ASA; 適応型セキュリティ アプライアン
ス）は、いくつかのフォーム ファクタとパフォーマンス レベルで使用可能です。Cisco 
ASA は、以下の異なる機能を統合します。

• NAT とステートフル インスペクション ファイアウォール
• リモート アクセスとサイト間の IPsec VPN

• リモート アクセス SSL VPN

• Intrusion Prevention System SSM（IPS-SSM; 侵入防御システム SSM）など
のセキュリティ サービス モジュール（SSM）を搭載するハードウェア ベイ

インターネット エッジ
インターネット エッジへの導入では、Cisco ASA は、リモート アクセス VPN のためと、
インターネットと内部ネットワーク（DMZ など）間のセキュリティ ポリシーを適用するた
めに導入されます。RFC 1918 アドレッシングを使用している内部ホストのために 
Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）も実行します。

Cisco ASA は、ハイ アベイラビリティのアクティブ /スタンバイ ペアとして設定されます。
アクティブ /スタンバイについて以下に示します。

• アクティブ /アクティブ構成よりも単純です。
• ファイアウォールと VPN に同じアプライアンスを使用できます（VPN 機能はアクティ
ブ /アクティブの Cisco ASA では無効です）。

この設計でのインターネット リンク速度は、単一の Cisco ASA アプライアンスのパフォー
マンスを上回りません。

アクティブなアプライアンスで障害が発生したか、メンテナンスのためにサービスを停止
する必要が生じた場合に、セカンダリ アプライアンスがファイアウォール、IPS、および 
VPN 機能をすべて引き継ぎます。

Cisco ASA は、ルーティング設定を単純化するために内部で EIGRP を実行しています。
そのため、キャンパスと WAN に対する変更では、Cisco ASA でのルーティング設定の
変更は必要ありません。インターネットにアクセス可能なサーバをサイトでホストする必
要が生じた場合のために、DMZ は設定されますが、この例では設定されていません。内
部インターフェイスは、企業のインターネット トラフィックのための VLAN インターフェイ
スと、ゲストのインターネット アクセスのために別の VLAN が設定されたコア スイッチに
トランク接続されます。

この設計は、次のトポロジと、インターネット エッジの Cisco ASA ファイアウォール接
続の IP アドレスを適用します（図 5-4）。この例での IP アドレスと特定のインターフェイ
スは、単なるデモンストレーション用であり、ご使用のネットワークでは異なる可能性が
あります。

図 5-4  インターネット エッジのための Cisco ASA 接続 
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   プロセス 

   インターネット エッジのための Cisco ASA の設定
1. Cisco ASA の設定
2. グローバル ファイアウォール設定の実行
3. ファイアウォールのハイ アベイラビリティの設定 

4. ファイアウォール ルーティングの設定
5. アドレス変換の設定
6. リモート管理の設定

インターネット エッジのために Cisco ASA を設定するには、次の各手順を実行します。

   手順 1 Cisco ASA の設定

ステップ 1：コマンドラインまたはグラフィカル ユーザ インターフェイスの Cisco 
Adaptive Security Device Manager（ASDM）から Cisco ASA を設定します。デフォ
ルト設定では、ASDM へのアクセスを取得するために PC ユーザの管理ポートから IP 接
続を提供します。

この例では、すべての Cisco ASA 5500 シリーズ アプライアンスの工場出荷時のデフォ
ルト設定が使用されます。

interface management 0/0 
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
nameif management 
security-level 100 
no shutdown 
logging asdm informational 100 
asdm history enable 
http server enable 
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management 
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management 
dhcpd lease 3600 
dhcpd ping_timeout 750 
dhcpd enable management 

CLI から Cisco ASA を設定するには、コンソール ポートに接続して、端末クライアントを
使用します。

   手順 2 グローバル ファイアウォール設定の実行

ステップ 1：Cisco ASA のホストとドメイン名を設定します。
hostname IE-ASA5500 
domain-name cisco.local 

ステップ 2：パスワードとコンソールまたは Telnet のパスワードを設定して有効にします。
enable password [password] 
passwd [password] 

ステップ 3：内部ネットワークと外部ネットワークへの接続を有効にするようファイア
ウォール インターフェイスを設定します。

Cisco ASA のすべてのインターフェイスにセキュリティ レベルの設定があります。数値が
大きくなると、インターフェイスのセキュリティは高くなります。

内部インターフェイスには通常、最も高いセキュリティ レベルである 100 が割り当てられ
ます。

外部インターフェイスには通常 0 が割り当てられます。

デフォルトでは、トラフィックはセキュリティの高いインターフェイスからセキュリティの低
いインターフェイスを通ることができます。つまり、内部ネットワークからのトラフィックは、
外部ネットワークを通ることが許可されますが、逆は許可されません。

技術的なヒント

 インターフェイスは、メイン アドレスに加えてスタンバイ IP アドレスを持っています。
これはフェールオーバー ファイアウォール設定の一部であり、手順 3 の「ファイア
ウォールのハイ アベイラビリティの設定」で詳細に説明されています。

ステップ 4：この設定では複数の VLAN インターフェイスが、内部インターフェイスであ
るイーサネット 0/0 にトランク接続されます。

127 VLAN は、内部の企業トラフィックを伝送します。126 VLAN はワイヤレス ゲスト 
アクセス用です。

interface Ethernet0/0 
   no nameif 
   no security-level 
   no ip address 
! 
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interface Ethernet0/0.126 
   vlan 126 
   nameif guest 
   security-level 0 
ip address 10.10.26.254 255.255.255.0 standby    10.10.26.253 
! 
interface Ethernet0/0.127 
   vlan 127 
   nameif inside 
   security-level 100 
ip address 10.10.27.126 255.255.255.128 standby   10.10.27.125 
! 

イーサネット 0/1 は、インターネットから直接到達する必要のあるホストの DMZ ネット
ワークです。

interface Ethernet0/1 
   nameif DMZ 
   security-level 50 
ip address 10.10.24.1 255.255.255.0 standby  10.10.24.2 
! 
interface Ethernet0/2 
   description LAN/STATE Failover Interface 
! 

イーサネット 0/3 は外部インターフェイスで ISP に接続されています。
interface Ethernet0/3 
   nameif outside 
   security-level 0 
ip address 172.16.30.2 255.255.255.224 standby 172.16.30.3 
! 

   手順 3 ファイアウォールのハイ アベイラビリティの設定 

フェールオーバーが機能するには、両方のユニットが同一でなければなりません。これは、
同一のライセンスとセキュリティ サービス モジュール（SSM）（インストールされている
場合）を持つ同じモデルでなければならないことを意味します。セカンダリ Cisco ASA 
ユニットは電源が入っていて、プライマリと同じネットワークにケーブル接続されている必
要があります。

この例では、
• イーサネット 0/2 はフェールオーバー インターフェイスで、クロス ケーブルはこのイン
ターフェイス上のプライマリ ユニットとセカンダリ ユニットを接続します。

• フェールオーバー インターフェイスは、ステート フェールオーバー インターフェイス
でもあります。これは、セッション ステートがこのインターフェイス上のプライマリか
らスタンバイ ユニットに複製されることを意味します。これは大容量のデータになる可
能性があるため、専用のインターフェイスにすることをお勧めします。

ステップ 1：プライマリ Cisco ASA でフェールオーバーを設定します。
failover 
failover lan unit primary 
failover lan interface failover Ethernet0/2 
failover replication http
failover key [key] 
failover link failover Ethernet0/2
failover interface ip failover 10.10.27.130
255.255.255.252 standby 10.10.27.129 

ステップ 2：アクティブ Cisco ASA とスタンバイ Cisco ASA 間の共有インターフェイス
ごとにスタンバイ アドレスを設定する必要があります。スタンバイは常にスタンバイ アドレ
スで設定されます。スタンバイ ユニットがアクティブになると、プライマリ アドレスを引き
継ぎ、ペアの別のユニットは、まだオンラインであればスタンバイ アドレスを取得します。
スタンバイ アドレスは、初期インターフェイス設定で設定されました。

（この場合、内部インターフェイスの）スタンバイ アドレスを設定します。
ip address 10.10.27.126 255.255.255.128 standby
10.10.27.125

ステップ 3：セカンダリ Cisco ASA でフェールオーバーを設定します。
interface Ethernet0/2
no shutdown
failover
failover lan unit secondary
failover lan interface failover Ethernet0/2
failover replication http
failover key [key]
failover link failover Ethernet0/2
failover interface ip failover 10.10.27.130 255.255.255.252 
standby 10.10.27.129

ステップ 4：（任意）フェールオーバー タイマーを調整して、デバイスまたはリンクの障
害時にフェールオーバーを高速化できます。デフォルトを使用すると、障害によっては、
Cisco ASA がスタンバイ ユニットにフェールオーバーするまでに 2 ～ 25 秒かかること
があります。フェールオーバーのポーリング時間を調整すると、障害によっては 0.5 ～ 5 
秒に短縮できることがあります。

負荷が低いか平均程度のアプライアンスでは、パフォーマンスに影響を与えずにポーリン
グ時間を調整して短縮させることができます。

フェールオーバー タイマーを調整します。
failover polltime unit 1 holdtime 3 
failover polltime interface 1 holdtime 5 
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   手順 4 ファイアウォール ルーティングの設定

これらのインターフェイスでルーティング情報を伝えるのに使用するルータは他にありま
せん。内部情報をセキュリティの低いネットワークに漏えいすることを避けるためです。そ
のため、内部インターフェイスを除くすべてのインターフェイスを「パッシブ」に設定します。

スタティック ルートは再配布されます。それは Cisco ASA が、インターネットから企業
ネットワークへの専用かつ唯一の接続として頼みの綱となるゲートウェイであるためです。

スタティック ルートを再配布すると、Cisco ASA はデフォルトを残りのネットワークにア
ドバタイズします。特定のネットワークにアクセスできない場合は、トラフィックは Cisco 
ASA へのデフォルトのルートをたどり、アプライアンスはトラフィックをインターネットに
送信します。

ステップ 1：ファイアウォール ルーティングを設定します。
router eigrp 1 
   network 10.10.0.0 255.254.0.0 
   passive-interface guest 
   passive-interface DMZ 
   passive-interface outside 
   redistribute static 
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1 1 

   手順 5 アドレス変換の設定

内部ネットワークは、インターネットでルーティングできない RFC 1918 アドレッシングを
使用して番号付けされるため、内部のプライベート アドレスを外部のパブリック アドレス
に変換するようにネットワーク アドレス変換（NAT）を設定します。

ステップ 1：すべての内部アドレスを外部インターフェイスのパブリック アドレスに変換し
ます。

object network internal 
 subnet 10.10.0.0 255.254.0.0
nat (inside,outside) source dynamic internal interface

   手順 6 リモート管理の設定 

Cisco ASA の初期設定後、デバイスをリモートから接続して、設定、管理、およびトラ
ブルシューティングを実行することができます。

ステップ 1：この設定を使用して、HTTPS または SSH 経由で任意の内部ネットワーク
からのリモート接続を可能にします。Cisco ASA は、単一のアドレスへのアクセスが制
限される可能性があります。または、示されているようにネットワーク ステートメントを変
更して管理ネットワークからのアクセスが可能です。

http server enable 
http 10.10.0.0 255.254.0.0 inside 
ssh 10.10.0.0 255.254.0.0 inside 
ssh version 2 

ステップ 2：ユーザ名とパスワードを設定します。これは、Cisco ASA でローカルで行っ
てください。そうしないと、Cisco ASA は、Authentication, Authorization, and 
Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）のためにサーバを指すことがあり
ます。予防手段として、Cisco ASA が AAA サーバへの接続を失った場合に備えてアカ
ウントをローカルで設定します。

username cisco password [password]

技術的なヒント

 本書で示されているパスワードはすべて例です。実稼動構成では使用しないでくださ
い。お客様の会社のポリシーに従うか、またはポリシーが存在しない場合は、大文
字と小文字と数字を組み合わせた最小 8 文字を使用してパスワードを作成します。
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サーバ ルームのためのシスコ適応型セキュリティ アプライアンス設定
Cisco ASA は、いくつかのフォーム ファクタとパフォーマンス レベルで使用可能です。
Cisco ASA は、以下の異なる機能を統合します。

• NAT とステートフル インスペクション ファイアウォール
• リモート アクセスとサイト間の IPsec VPN

• リモート アクセス SSL VPN

• Intrusion Prevention System SSM（IPS-SSM; 侵入防御システム SSM）など
のセキュリティ サービス モジュール（SSM）を搭載するハードウェア ベイ

サーバ ルーム
サーバ ルームでの導入では、Cisco ASA はネットワーク コアとアプリケーション サーバ 
ネットワーク間、および異なるアプリケーション サーバ ネットワーク間のセキュリティ ポ
リシーを適用するために導入されます。

Cisco ASA は、ハイ アベイラビリティのアクティブ /スタンバイ ペアとして設定されます。
アクティブ /スタンバイについて以下に示します。

• アクティブ /アクティブ構成よりも単純です。
• ファイアウォールと VPN に同じアプライアンスを使用できます（VPN 機能はアクティ
ブ /アクティブの Cisco ASA では無効です）。

この設計でのパフォーマンスのニーズは、単一の Cisco ASA アプライアンスのパフォー
マンスを上回りません。

アクティブな Cisco ASA アプライアンスで障害が発生したか、メンテナンスのためにサー
ビスを停止する必要が生じた場合に、セカンダリ Cisco ASA アプライアンスがファイア
ウォール、IPS、および VPN 機能をすべて引き継ぎます。

Cisco ASA は、ルーティング設定を単純化するために内部で EIGRP を実行しています。
そのため、キャンパスと WAN に対する変更では、Cisco ASA でのルーティング設定の
変更は必要ありません。1 つのインターフェイスは、アプリケーション サーバ ネットワー
クごとに VLAN インターフェイスを持つコア スイッチにトランク接続されます。

この設計では、Cisco ASA ファイアウォール接続に次のトポロジと IP アドレスを適用し
ます（図 5-5）。この例での IP アドレスと特定のインターフェイスは、単なるデモンストレー
ション用であり、ご使用のネットワークでは異なる可能性があります。

図 5-5  サーバ ルームのための Cisco ASA 接続
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   プロセス 

   サーバ ルームのための Cisco ASA の設定
1. Cisco ASA の設定
2. グローバル ファイアウォール設定の実行
3. ファイアウォールのハイ アベイラビリティの設定 

4. ファイアウォール ルーティングの設定
5. リモート管理の設定
6. セキュリティ ポリシーの設定

サーバ ルームのために Cisco ASA を設定するには、次の各手順を実行します。

   手順 1 Cisco ASA の設定

ステップ 1：コマンドラインまたはグラフィカル ユーザ インターフェイスの Cisco 
Adaptive Security Device Manager（ASDM）から Cisco ASA を設定します。デフォ
ルト設定では、ASDM へのアクセスを取得するために PC ユーザの「管理」ポートから 
IP 接続を提供します。

この例では、すべての Cisco ASA 5500 シリーズ アプライアンスの工場出荷時のデフォ
ルト設定が使用されます。

interface management 0/0 
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
nameif management 
security-level 100 
no shutdown 
logging asdm informational 100 
asdm history enable 
http server enable 
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management 
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management 
dhcpd lease 3600 
dhcpd ping_timeout 750 
dhcpd enable management 

CLI から Cisco ASA を設定するには、コンソール ポートに接続して、端末クライアントを
使用します。

   手順 2 グローバル ファイアウォール設定の実行

ステップ 1：Cisco ASA のホストとドメイン名を設定します。
hostname SR-ASA5500 
domain-name cisco.local 

ステップ 2：パスワードと、コンソールまたは Telnet のパスワードを設定して有効にします。
enable password [password] 
passwd [password] 

ステップ 3：内部ネットワークと外部ネットワークへの接続を有効にするようファイア
ウォール インターフェイスを設定します。

Cisco ASA のすべてのインターフェイスにセキュリティ レベルの設定があります。数値が
大きくなると、インターフェイスのセキュリティは高くなります。

内部インターフェイスには通常、最も高いセキュリティ レベルである 100 が割り当てられ
ます。

外部インターフェイスには通常 0 が割り当てられます。

デフォルトでは、トラフィックはセキュリティの高いインターフェイスからセキュリティの低
いインターフェイスを通ることができます。つまり、内部ネットワークからのトラフィックは、
外部ネットワークを通ることが許可されますが、逆は許可されません。

技術的なヒント

 インターフェイスは、メイン アドレスに加えてスタンバイ IP アドレスを持っています。
これはフェールオーバー ファイアウォール設定の一部であり、手順 3 の「ファイア
ウォールのハイ アベイラビリティの設定」で詳細に説明されています。

ステップ 4：この設定では複数の VLAN インターフェイスが、内部インターフェイスであ
るイーサネット 0/0 にトランク接続されます。

154 および 155 VLAN は、それぞれ異なるセキュリティ ポリシーの要件を持つ 2 つの
個別のアプリケーション サーバ ネットワーク用です。

interface Ethernet0/0 
   no nameif 
   no security-level 
   no ip address 
! 
interface Ethernet0/0.154 
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   vlan 154 
   nameif DCVLAN154 
   security-level 100 
ip address 10.10.54.1 255.255.255.0 standby        10.10.54.2
! 
interface Ethernet0/0.155 
   vlan 155 
   nameif DCVLAN155 
   security-level 100 
ip address 10.10.55.1 255.255.255.0 standby   10.10.55.2 
! 

イーサネット 0/3 は外部インターフェイスでネットワーク コアに接続されています。
interface Ethernet0/3 
   nameif outside 
   security-level 0 
ip address 10.10.53.126 255.255.255.128 standby 10.10.53.125 
! 

   手順 3 ファイアウォールのハイ アベイラビリティの設定 

フェールオーバーが機能するには、両方のユニットが同一でなければなりません。これは、
同一のライセンスとセキュリティ サービス モジュール（SSM）（インストールされている
場合）を持つ同じモデルでなければならないことを意味します。セカンダリ Cisco ASA 
ユニットは電源が入っていて、プライマリと同じネットワークにケーブル接続されている必
要があります。

この例では、
• イーサネット 0/2 はフェールオーバー インターフェイスで、クロス ケーブルはこのイン
ターフェイス上のプライマリ ユニットとセカンダリ ユニットを接続します。

• フェールオーバー インターフェイスは、ステート フェールオーバー インターフェイス
でもあります。これは、セッション ステートがこのインターフェイス上のプライマリか
らスタンバイ ユニットに複製されることを意味します。これは大容量のデータになる可
能性があるため、専用のインターフェイスにすることをお勧めします。

ステップ 1：プライマリ Cisco ASA でフェールオーバーを設定します。
failover 
failover lan unit primary 
failover lan interface failover Ethernet0/2 
failover replication http
failover key [key] 
failover link failover Ethernet0/2
failover interface ip failover 10.10.53.130 255.255.255.252 
standby 10.10.53.129 

ステップ 2：アクティブ Cisco ASA とスタンバイ Cisco ASA 間の共有インターフェイス
ごとにスタンバイ アドレスを設定する必要があります。スタンバイは常にスタンバイ アドレ
スで設定されます。スタンバイ ユニットがアクティブになると、プライマリ アドレスを引き
継ぎ、ペアの別のユニットは、まだオンラインであればスタンバイ アドレスを取得します。
スタンバイ アドレスは、初期インターフェイス設定で設定されました。

（この場合、外部インターフェイスの）スタンバイ アドレスを設定します。
ip address 10.10.53.126 255.255.255.128 standby  10.10.53.125

ステップ 3：セカンダリ Cisco ASA でフェールオーバーを設定します。
interface Ethernet0/2
no shutdown
failover
failover lan unit secondary
failover lan interface failover Ethernet0/2
failover replication http
failover key [key]
failover link failover Ethernet0/2
failover interface ip failover 10.10.53.130 255.255.255.252 
standby 10.10.53.129

ステップ 4：（任意）フェールオーバー タイマーを調整して、デバイスまたはリンクの障
害時にフェールオーバーを高速化できます。デフォルトを使用すると、障害によっては、
Cisco ASA がスタンバイ ユニットにフェールオーバーするまでに 2 ～ 25 秒かかること
があります。フェールオーバーのポーリング時間を調整すると、障害によっては 0.5 ～ 5 
秒に短縮できることがあります。

負荷が低いか平均程度のアプライアンスでは、パフォーマンスに影響を与えずにポーリン
グ時間を調整して短縮させることができます。

フェールオーバー タイマーを調整します。
failover polltime unit 1 holdtime 3 
failover polltime interface 1 holdtime 5 

   手順 4 ファイアウォール ルーティングの設定

Cisco ASA は、内部アプリケーション サーバ ネットワークのデフォルト ルータになり、
サーバ ルームの外部にあるネットワークの EIGRP を使用して外部インターフェイスでコ
ア ネットワークとピアリングします。

ステップ 1：ファイアウォール ルーティングを設定します。
router eigrp 1 
   network 10.10.53.0 255.255.128.0 
   network 10.10.54.0 255.255.254.0
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   手順 5 リモート管理の設定 

Cisco ASA の初期設定後、デバイスをリモートから接続して、設定、管理、およびトラ
ブルシューティングを実行することができます。

ステップ 1：この設定を使用して、HTTPS または SSH 経由で任意の内部ネットワーク
からのリモート接続を可能にします。Cisco ASA は、単一のアドレスへのアクセスが制
限される可能性があります。または、示されているようにネットワーク ステートメントを変
更して管理ネットワークからのアクセスが可能です。

http server enable 
http 10.10.0.0 255.254.0.0 inside 
ssh 10.10.0.0 255.254.0.0 inside 
ssh version 2 

ステップ 2：ユーザ名とパスワードを設定します。これは、Cisco ASA でローカルで行っ
てください。そうしないと、Cisco ASA は、Authentication, Authorization, and 
Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）のためにサーバを指すことがあり
ます。予防手段として、Cisco ASA が AAA サーバへの接続を失った場合に備えてアカ
ウントをローカルで設定します。

username cisco password [password]

   手順 6 セキュリティ ポリシーの設定 

サーバ ルームの VLAN ごとに、アプリケーション要件を有効にするセキュリティ ポリ
シーを判別します。

ファイアウォールを必要とする各 VLAN には、許容（ブラックリスト）または制限（ホワ
イトリスト）セキュリティ ポリシーのいずれかが必要です。

   手順 6a  ホワイトリスト セキュリティ ポリシーの導入 

ネットワーク セキュリティ ポリシーは、特定の企業の要件を満たします。これらの例は、
各企業に合った適切なポリシーを実装するためのベースとしてのみ使用してください。

ホワイトリスト セキュリティ ポリシーの設定

ステップ 1：HTTP、HTTPS、および DNS などの一般的なビジネス サービス、および
通常 Microsoft ベースのネットワークで使用されるその他のサービスを許可するには、
基本的なホワイトリスト データ サービス ポリシーを適用できます。特定のホストだけにア
クセスできるようにアクセスを制御するには、次の設定を行います。

name 10.10.54.0 Secure-Subnets 

!
object-group network Application-Servers 
 description HTTP, HTTPS, DNS, and MSExchange 
 network-object host BladeWeb1Secure 
 network-object host BladeWeb2Secure 
!
object-group service MS-App-Services 
 service-object tcp eq domain 
 service-object tcp eq www 
 service-object tcp eq https 
 service-object tcp eq netbios-ssn 
 service-object udp eq domain 
 service-object udp eq nameserver 
 service-object udp eq netbios-dgm 
 service-object udp eq netbios-ns 
!
access-list outside_access_in extended permit object-group MS-
App-Services any object-group Application-Servers 
!
access-group outside_access_in in interface outside 

ステップ 2：IT 管理スタッフまたはネットワーク ユーザは、特定のリソースにアクセスし
なければならないことがあります。この例では、10.10.48.224 ～ 255 の範囲の IP アド
レスにある管理ホストには、サーバ ルーム サブネットへの SSH および SNMP アクセス
が許可されます。

name 10.10.54.0 Secure-Subnets 
name 10.10.48.224 Mgmt-host-range description Address pool for 
IT users 
!
object-group service Mgmt-traffic 
 service-object tcp eq ssh 
 service-object udp eq snmp 
! 
access-list outside_access_in extended permit object-group 
Mgmt-traffic Mgmt-host-range 255.255.255.224 Secure-Subnets 
255.255.254.0 
!
access-group outside_access_in in interface outside

ステップ 3：バイパス ルールでは、適切なネットワーク オブジェクト グループに追加され
るホストへの制限なしのアクセスが許可されます。バイパス ルールは、ブロックする必要
のあるホストまたはサービスにアクセスを提供することを回避するために、注意して定義
する必要があります。ホワイトリスト ポリシーではバイパス ルールが通常無効になってお
り、アプリケーションへのアクセスを許可するためにファイアウォール ポリシーのトラブル
シューティングが必要な場合にだけ使用されます。

次のポリシーは、2 つのホストを定義し、バイパス ルールに適用します。
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name 10.10.54.26 BladeWeb1Secure 
name 10.10.54.27 BladeWeb2Secure 
!
object-group network Bypass-Rule 
 description Open Policy for Server Access 
 network-object host BladeWeb1Secure 
 network-object host BladeWeb2Secure 
access-list outside_access_in extended permit ip any object-
group Bypass-Rule
access-group outside_access_in in interface outside 

技術的なヒント

 バイパス ルール グループはトラブルシューティングや、メンテナンスやサービス マイ
グレーションのために開く必要があるホスト上のサービスへの一時的なアクセスの提
供に役立ちます。

   手順 6b  ブラックリスト セキュリティ ポリシーの導入

ネットワーク セキュリティ ポリシーは、特定の企業の要件を満たします。これらの例は、
各企業に合った適切なポリシーを実装するためのベースとしてのみ使用してください。

ブラックリスト セキュリティ ポリシーの設定 

企業が、中央のデータとユーザ コミュニティ間のアクセスを制御するための詳細な制限ポ
リシーをメンテナンスする意志、またはリソースを持たない場合は、リスクが最も高いトラ
フィックだけを制限する、より単純で簡単に導入できるポリシーの方が魅力的な場合があ
ります。このポリシーは通常、特定のサービスのアクセスだけがブロックされるように設定
されます。その他のアクセスはすべてバイパス ルールによって処理されます。

ステップ 1：ネットワーク管理を行うユーザは、デスクトップ コンピュータから SNMP ク
エリーを出して、ネットワーク アクティビティを監視しなければならないことがあります。
ポリシーの最初の部分では、IT スタッフのために割り当てる特定のアドレス範囲の 
SNMP 照会を明示的に許可します。

name 10.10.54.0 Secure-Subnets 
name 10.10.54.224 Mgmt-host-range description Address pool for 
IT users
access-list outside_access_in remark Access from mgmt-host 
pool to both secure subnets via ssh and snmp. 
access-list outside_access_in extended permit udp Mgmt-host-
range 255.255.255.224 Secure-Subnets 255.255.254.0 eq snmp 

ステップ 2：Telnet と SNMP をブロックします。
object-group service Mgmt-traffic 
 service-object tcp eq ssh 
 service-object udp eq snmp 
access-list outside_access_in extended deny object-group Mgmt-
traffic any any 

ステップ 3：明確に拒否されなかったアプリケーション トラフィックの通過を許可するバ
イパス ルールを設定します。ファイアウォールが、サーバ ネットワークへのすべてのアク
セスを記録しなくても済むように、このポリシーではロギングが無効になることに注意して
ください。

access-list outside_access_in extended permit ip any object-
group Bypass-Policy log disable 

図 5-6  ASDM での Cisco ASA ファイアウォール ポリシー設定

技術的なヒント

 バイパス ルール グループはトラブルシューティングや、メンテナンスやサービス マイ
グレーションのために開く必要があるホスト上のサービスへの一時的なアクセスの提
供に役立ちます。
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侵入防御システム設定
シスコは、いくつかのフォーム ファクタとパフォーマンス レベルで侵入防御システム
（IPS）を提供します。IPS は次のように導入できます。

• Cisco 4200 シリーズ アプライアンスとともに、スタンドアロン サービスとして単独
で導入 

• SSM モジュールとともに Cisco ASA に統合して導入 

• AIM モジュールとして Cisco ISR ルータに統合して導入 

Cisco 2911 ISR では AIM-IPS モジュールはサポートされないため、リモート サイトで 
IPS 統合が必要な場合は、Cisco 2811 ISR を使用する必要があります。

この設計で導入されるすべての IPS デバイスは「インライン」モードになっています。こ
のモードは、ネットワークのすべてのトラフィックを検査して、リスクが高いと判別された
トラフィックをドロップします。企業がインライン機能を必要としておらず、規制準拠のた
めに IPS を導入している場合は、ブロッキングが必要ない「プロミスキャス」モードでセン
サーを導入できます。企業ネットワーク内で何が行われているかを把握すると、潜在的な
攻撃の追跡、ポリシーの監査、またはネットワークとアプリケーションの問題のトラブル
シューティング時に非常に役立ちます。「プロミスキャス」モードの IPS の価値を見過ご
してはいけません。

この設計では、ネットワーク内の 3 つの主要なロケーションに IPS を導入します（図 5-7）。
• 最初の IPS は、インターネット エッジに導入された Cisco ASA 5500 シリーズの 

AIP-SSM です。このセンサーは、インターネットからネットワークに出入りするトラ
フィックを企業が調べることができるようにし、復号化後の VPN トラフィックの適切
なインスペクション ポイントとなります。

• このネットワーク内の 2 番目のセンサーは、サーバ ルームに導入された Cisco ASA 
5500 シリーズの AIP-SSM です。このセンサーは、サーバ間のトラフィックを調べる
ことができます。これらのサーバによって提供されるサービスについて、アプリケー
ション固有になるよう設定を調整できます。

• 3 番目は、ネットワークのコアに接続された Cisco IPS 4200 シリーズ センサーで、
選択した VLAN からのトラフィックを調べることができます。このセンサーは、サー
バ間、ワイヤレスと有線ネットワーク間、および LAN と WAN 間のトラフィックを調
べることができます。

図 5-7  IPS 設計

過去には、WAN のヘッドエンドで IPS を一元化することが可能でした。これは、すべて
のトラフィックが本社を経由してから、ネットワークの他の場所に到達する必要があったた
めです。しかし今日、リモート サイトが他のリモート サイトと通信できたり、場合によっ
ては Multi-Protocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）
のような WAN テクノロジーとの直接のインターネット アクセスを持つことができることが
一般的です。

このモジュールでは、IPS の設定方法、およびネットワーク トラフィックをインスペクション
のためにセンサーに送信する方法について説明します。

Cisco IPS バージョン 7.0 は、レピュテーションに基づいてトラフィックを許可するかブ
ロックするかに関して、情報に基づいた意志決定をシステムが行うことができるようにする
機能セットを追加しました。シスコでは、IPS で次の 2 つの主要な方法でレピュテー
ションを使用します。

• レピュテーション フィルタ：乗っ取られたことがあるか、悪意のあるグループによって
所有されている IP アドレスの小さいリスト。

• グローバル コリレーション インスペクション：前の動作に基づいた IP アドレスの評
価システム。

レピュテーション フィルタを使用すると、IPS は、重要なインスペクションを行う前に既
知の不正アドレスからのトラフィックをすべてブロックできます。シスコのグローバル コリ
レーションは、署名に関連するリスク評価とともに攻撃者のレピュテーションを使用して、
新しいリスク評価を提案し、悪意のある可能性が高いトラフィックをドロップします。



56セキュリティ モジュール

   プロセス 

   IPS の設定
1. 初期 IPS 設定の実行
2. センサーの追加

IPS を設定するには、最初に初期設定を実行してから、センサーを追加します。

   手順 1 初期 IPS 設定の実行

IPS モジュールを設定するには、IPS で初期セットアップ スクリプトを実行します。この
例では、Cisco ASA で IPS モジュールを設定します。

ステップ 1：開始するには、Cisco ASA にログオンして、IPS SSM モジュールへのセッ
ションを開きます。

ASA5510# session 1 
Opening command session with slot 1. 
Connected to slot 1. Escape character sequence is
‘CTRL-^X’. 

ステップ 2：IPS のデフォルトのユーザ名とパスワードは両方とも cisco です。現在いず
れかの Cisco IPS センサーを設定している場合、設定は同じになります。

login: cisco 
Password: 
Last login: Tue Oct 12 12:28:24 on pts/0

The following message will display. 
***NOTICE*** 
This product contains cryptographic features and is subject 
to United States and local country laws governing import, 
export, transfer, and use. Delivery of Cisco cryptographic 
products does not imply third-party authority to import, 
export, distribute, or use encryption. Importers, exporters, 
distributors, and users are responsible for compliance 
with U.S. and local country laws. By using this product you 
agree to comply with applicable laws and regulations. If you 
are unable to comply with U.S. and local laws, return this 
product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco 
cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/
wwl/export/crypto/tool/ stqrg.html 

If you require further assistance, please contact us by 
sending email to export@cisco.com. 
--- Basic Setup --- 
--- System Configuration Dialog --- 
At any point you may enter a question mark ‘?’ for help. 
User ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. 
Default settings are in square brackets ‘[]’. 
Current time: Wed Nov 17 09:34:11 2010
Setup Configuration last modified: Tue Oct 12 15:56:44 2010

ステップ 3：ホスト名、外部管理インターフェイスの IP アドレス、および IPS モジュール
が到達可能なネットワークを入力します。

Enter host name[sensor]: ie-aip-40a
Enter IP interface[192.168.1.2/24,192.168.1.1]: 
10.10.63.23/24,10.10.63.1 
Modify current access list?[no]: yes 
Current access list entries: 
   No entries 
Permit: 10.10.0.0/15 
Permit: 

ステップ 4：シスコのグローバル コリレーションを設定します。
Use DNS server for Global Correlation?[no]: yes
  DNS server IP address[]: 10.10.48.10
Use HTTP proxy server for Global Correlation?[no]: no
Modify system clock settings?[no]: yes
  Modify summer time settings?[no]: yes
    Use USA SummerTime Defaults?[yes]: yes
    DST Zone[]: PDT
    Offset[60]: 60
  Modify system timezone?[no]: yes
    Timezone[UTC]: PST

    UTC Offset[0]: -480

  Use NTP?[no]: yes
    NTP Server IP Address[]: 10.10.48.17
    Use NTP Authentication?[no]: no
 
Participation in the SensorBase Network allows Cisco to
collect aggregated statistics about traffic sent to your IPS.
SensorBase Network Participation level?[off]: partial
If you agree to participate in the SensorBase Network, Cisco 
will collect aggregated statistics about traffic sent to your 
IPS. This includes summary data on the Cisco IPS network 
traffic properties and how this traffic was handled by the 
Cisco appliances. We do not collect the data content of 
traffic or other sensitive business or personal information. 
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All data is aggregated and sent via secure HTTP to the Cisco 
SensorBase Network servers in periodic intervals. All data 
shared with Cisco will be anonymous and treated as strictly 
confidential. The table below describes how the data will be 
used by Cisco.
Participation Level = “Partial”:
  * Type of Data: Protocol Attributes (e.g. TCP max
    segment size and options string)
    Purpose: Track potential threats and understand threat 
exposure
  * Type of Data: Attack Type (e.g. Signature Fired and Risk 
Rating)
    Purpose: Used to understand current attacks and attack 
severity
  * Type of Data: Connecting IP Address and port
    Purpose: Identifies attack source
  * Type of Data: Summary IPS performance (CPU utilization 
memory usage, inline vs. promiscuous, etc)
    Purpose: Tracks product efficacy
Participation Level = “Full” additionally includes:
  * Type of Data: Victim IP Address and port
    Purpose: Detect threat behavioral patterns
        
Do you agree to participate in the SensorBase Network?[no]: yes

前のダイアログは次のようになります。
The following configuration was entered.

service host
network-settings
host-ip 10.10.63.23/24,10.10.63.1
host-name ie-aip-40a
telnet-option disabled
access-list 10.10.0.0/15
ftp-timeout 300
no login-banner-text
dns-primary-server enabled
address 10.10.48.10
exit
dns-secondary-server disabled
dns-tertiary-server disabled
http-proxy no-proxy
exit
time-zone-settings
offset -480
standard-time-zone-name PST
exit
summertime-option recurring

offset 60
summertime-zone-name PDT
start-summertime
month march
week-of-month second
day-of-week sunday
time-of-day 02:00:00
exit
end-summertime
month november
week-of-month first
day-of-week sunday
time-of-day 02:00:00
exit
exit
ntp-option enabled-ntp-unauthenticated
ntp-server 10.10.48.17
exit
exit
service global-correlation
network-participation partial
exit

[0] Go to the command prompt without saving this config.
[1] Return to setup without saving this config.
[2] Save this configuration and exit setup.
[3] Continue to Advanced setup.

ステップ 5：設定を保存します。この時点で高度な設定に移動する必要はありません。
Enter your selection[3]: 2 
--- Configuration Saved --- 
Complete the advanced setup using CLI or IDM. 
To use IDM, point your web browser at https://<sensor-ip-
address>. 

ステップ 6：読み取り専用のビューア アカウントを追加します。このアカウントは、IPS 
Manager Express によって使用されます。

sensor# config t

sensor(config)# username events privilege viewer password 
[password]
sensor(config)# exit
sensor# exit 
Remote card closed command session. Press any key to continue. 
Command session with slot 1 terminated. 
ASA5510# 
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   手順 2 センサーの追加

これで、管理インターフェイスから IPS に到達可能になりました。残りの設定には GUI 
を使用します。

ステップ 1：センサーにアクセスするには、https://10.10.63.23 に接続します。

図 5-8 は、初期アクセス時に表示される画面を示しています。

図 5-8  初期アクセス画面

このネットワークではいくつかのセンサーが設定されているため、Cisco IPS Manager 
Express（IME）を使用します。これにより、最大 10 台の IPS センサーを単一のアプリ
ケーションから管理および監視できるようになります。

ステップ 2：IME をダウンロードするには、初期 IPS Web ページのリンクをクリックして、
IME をローカル マシンにインストールします。

ステップ 3：次に、IME を起動すると、最初の IME ホーム画面が表示されます。センサーを
追加するには、[Devices] の下の [Add] ボタンをクリックします（図 5-9）。

図 5-9  IME ホーム画面
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ステップ 4：この時点で、センサーを追加するには、センサー名、IP アドレス、およびユー
ザ名とパスワードを入力します。IME でセンサーを追加するには、初期設定中にセンサー
で設定したネットワーク内の許可アドレスの一部である IP アドレスを持つマシンで、IME 
が起動されている必要があります（図 5-10）。

図 5-10  [Add Device]

ステップ 5：センサーからのクライアント証明書を受け入れるかどうかを尋ねるメッセー
ジが表示されたら、証明書情報を確認します。情報が、設定中に入力したデータと一致
することを確認します。すべてが正しい場合は、[Yes] をクリックします。

図 5-11  [Certificate Information]

IPS との時刻同期は重要です。これによって、イベントが発生した時刻を特定して、最適
なトラブルシューティングとシステム管理のためにネットワーク内の他のセンサーと比較で
きるからです。
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ステップ 6：ナビゲーション バーで [Configuration] をクリックして、左側の [Sensor 
Setup] ペインで [Time] をクリックし、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

図 5-12  [IME Time] 画面

ステップ 7：デフォルトのポリシーをインターフェイスに関連付けるには、[Policies] をク
リックして、既存の仮想センサーを編集します。

図 5-13  [IME IPS Policies] 画面
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ステップ 8：監視するインターフェイスを選択して、[OK] をクリックしてから、[Apply] 
をクリックします。この場合、Cisco ASA の IPS モジュールには 1 つのインターフェイス
（バックプレーン インターフェイス）だけが存在します。

図 5-14  [Edit Virtual Sensor] 

 
これで、基本的なセンサー設定は完了です。特に、すべての Cisco IPS センサーは同じ
ソフトウェアを実行します。そのため、仮想センサーに関連付けられたインターフェイスの
数とタイプを除き、設定は常に同じです。

技術的なヒント

 この設計における Cisco ASA ユニットはアクティブ /スタンバイ フェールオーバー 
シナリオでセットアップされており、設定はアクティブ ユニットとスタンバイ ユニット
の間で複製されます。ただし、これは AIP-SSM モジュールの設定には適用されま
せん。スタンバイ ユニットにログインし、この手順を繰り返してその AIP-SSM を設
定する必要があります。

   プロセス 

   センサーへのトラフィックの送信
1. インターネット エッジ Cisco ASA での AIP-SSM の設定
2. サーバ ルーム Cisco ASA での AIP-SSM の設定
3. LAN での IPS 4200 の設定

IPS 設定を完了したら、次にネットワーク トラフィックをインスペクションのためにセン
サーに送信します。

   手順 1 インターネット エッジ Cisco ASA での AIP-SSM の設定

この設定は、アクセス ルールによって許可され、Cisco ASA を出入りするすべてのものを
付き合わせて検査する、非常に基本的なポリシー用です。現在のモードは「インライン」
です。これは、IPS がトラフィックを検査して、リスクが高いと判別したものをすべてドロッ
プすることを意味します。

ステップ 1：サービス ポリシーを設定します。
access-list inside_mpc extended permit ip 10.10.0.0 
255.254.0.0 any 
access-list outside_mpc extended permit ip any 10.10.0.0 
255.254.0.0 
class-map inside-class 
   match access-list inside_mpc 
class-map outside-class 
   match access-list outside_mpc 
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policy-map IPS-Inside 
   class inside-class 
   ips inline fail-open sensor vs0 
policy-map IPS-Outside 
   class outside-class 
   ips inline fail-open sensor vs0 
service-policy IPS-Inside interface inside 
service-policy IPS-Outside interface outside

   手順 2 サーバ ルーム Cisco ASA での AIP-SSM の設定

この設定は、インターネット エッジ設定と似ています。サーバ ルームでは、インスペクション
の必要ないサービスがいくつか存在することがあります。この設計には、Cisco ASA 上
の 154 および 155 の 2 つの VLAN がありますが、IPS は VLAN 154 だけが必要です。

ステップ 1：サービス ポリシーを設定します。
access-list inside_mpc extended permit ip 10.10.54.0 
255.255.255.0 any 
access-list outside_mpc extended permit ip any 10.10.54.0 
255.255.255.0 
class-map inside-class 
   match access-list inside_mpc 
class-map outside-class 
   match access-list outside_mpc 
policy-map IPS-Servers-Inside 
   class inside-class 
   ips inline fail-open sensor vs0 
policy-map IPS-Servers-Outside 
   class outside-class 
   ips inline fail-open sensor vs0 
service-policy IPS-Servers-Inside interface inside 
service-policy IPS-Servers-Outside interface DCVLAN154

注：パケットのドロップではなく監視が要件である場合は、IPS はプロミスキャス モード
にする必要があります。プロミスキャス モードでの運用向けに Cisco ASA を設定するに
は、ポリシー マップで ips コマンドを変更する必要があります。残りの設定は同じままに
なります。インライン設定をプロミスキャスに変更します。

policy-map IPS-Servers-Inside 
   ips promiscuous fail-open sensor vs0 
policy-map IPS-Servers-Outside 
   ips promiscuous fail-open sensor vs0

   手順 3 IPS 4200 LAN の設定

IPS 4200 は、コア スイッチ上のポートのギガビット イーサネット 1/2/46 に接続され、
モニタ セッションはインスペクションのために VLAN 100 ～ 155 からすべてのトラフィッ
クをインターフェイスに送信します。

ステップ 1：モニタ セッションを設定します。
monitor session 1 source vlan 100 - 155 
monitor session 1 destination interface Gi1/2/46

リモート アクセス VPN 

Cisco ASA では、IPsec、Web ポータル、クライアント ベースのリモート アクセス用フ
ル トンネル SSL VPN、およびハードウェア クライアントまたはサイト間 VPN 用の 
IPsec がサポートされます。このセクションでは、リモート アクセス IPsec、Web ポー
タル、および基本的なリモート アクセス用の SSL VPN の基本設定、さらにハードウェア 
クライアント（Cisco ASA 5505）アクセス用の Cisco EZVPN の設定について説明し
ます（図 5-15）。

図 5-15  リモート アクセス VPN 
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状況に応じてリモート接続を必要とするモバイル ワーカーまたはユーザには、Cisco 
VPN Client や Cisco AnyConnect Client などのソフトウェア クライアントをお勧めし
ます。IPsec VPN では、ユーザは、接続先のマシンでクライアント ソフトウェアをすでに
ロードおよび設定している必要があります。IPsec VPN はラップトップ パソコンなど、企
業が所有するマシンと最適に動作します。

SSL VPN アクセスは、ポータル アクセスまたはクライアントとしての Cisco 
AnyConnect に Web ブラウザを使用しています。SSL アクセスの説明を示します。

• IPsec VPN よりも高い柔軟性を持ちます。
• HTTPS アクセスをネットワークからブロックする会社はほとんどないため、IPsec よ
りも多くのロケーションからアクセスできる可能性が高くなります。

• 不明なマシンからの接続に対して制限されたレベルのサービスを提供できるため、企
業ネットワークとしては IPsec よりもセキュリティが高くなります。

Cisco ASA では、VPN ハードウェア リモート クライアントとして幅広いルータ、および 
Cisco ASA 5505 がサポートされます。この例では、リモート ハードウェア クライアン
トには Cisco ASA 5505 が使用されています。

ハードウェア クライアントは、企業ネットワークへの常時接続を提供する、小さいアプラ
イアンスまたはルータのような物理デバイスです。通常、ユーザがホーム オフィスなどの
静的なロケーションから長期間にわたって定期的に接続するような状況で使用されます。

   プロセス 

   リモート アクセス VPN の設定
1. Cisco ASA の設定
2. VPN ソフトウェア クライアントの設定 

リモート アクセス VPN を設定するには、次の手順を実行します。

 

読者へのヒント

 下線の引いてあるコマンドは単一行に入力する必要があります。

   手順 1 Cisco ASA の設定

アプライアンスでベースライン設定をデフォルト設定に追加して、リモート VPN アクセス
用に Cisco ASA を設定します。ローカル Windows ドメイン コントローラに対してユー
ザを認証します。

ステップ 1：スプリット トンネリング用のアクセス リストを作成します。このスプリット トン
ネリングのアクセス リストは、宛先アドレスが 192.168.0.0/16 のトラフィックをすべて内
部ネットワークにトンネリングします。

access-list RA_SplitTunnelACL standard permit
10.10.0.0 255.254.0.0 

ステップ 2：認証サーバを設定します。次に、AAA サーバ「AD」の設定を示します。
Cisco ASA では、いくつかのネイティブ認証プロトコルがサポートされ、LDAP、NT ド
メイン、Kerberos などのプロトコル経由でユーザを認証するために中間 RADIUS サー
バは必要ありません。

aaa-server AD protocol nt 
aaa-server AD (inside) host 10.10.48.10 
   nt-auth-domain-controller 10.10.48.10

ステップ 3：アドレスを割り当てます。リモート アクセス クライアントには、プール
「RAPool」からアドレスが割り当てられます。

ip local pool RAPool 10.10.28.0-10.10.29.254 mask 255.255.254.0
tunnel-group DefaultRAGroup general-attributes 
  address-pool RAPool 

ステップ 4：認証サーバを指定します。Web および IPsec VPN クライアントは、「AD」
という AAA サーバに対して認証されます。サーバが到達不能である場合は、Cisco 
ASA はローカル認証にフォール バックします。

   authentication-server-group AD LOCAL 
tunnel-group DefaultRAGroup ipsec-attributes 
   pre-shared-key [password] 
tunnel-group DefaultWEBVPNGroup general-attributes 
address-pool VPN-Pool 
   authentication-server-group AD LOCAL 

ステップ 5：デフォルトの VPN ポリシーを設定します。
group-policy DfltGrpPolicy attributes 
   dns-server value 10.10.48.10 
 vpn-tunnel-protocol IPSec svc webvpn 
 split-tunnel-policy tunnelspecified 
 split-tunnel-network-list value RA_SplitTunnelACL 
 default-domain value cisco.local
 address-pools value RAPool 
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ステップ 6：IPsec に対して ISAKMP を設定します。暗号化アルゴリズムには 3DES が
使用され、ISAKMP のハッシュ アルゴリズムには SHA が使用されます。Cisco ASA で
は、暗号化には AES-128、AES-192、および AES-256、ハッシュには SHA もサポー
トされます。

crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 5
 authentication pre-share
 encryption 3des
 hash sha
 group 2      
 lifetime 86400

ステップ 7：WebVPN と AnyConnect サポートを有効にします。Cisco ASA には、
AnyConnect クライアント パッケージがすでにインストールされていますが、サポートす
るクライアントのバージョンを選択する必要があります。次の設定は Windows クライアン
ト用ですが、Mac OSX、Linux、および Windows Mobile 用のクライアントもあります。

webvpn
 enable outside
 svc image disk0:/anyconnect-win-2.5.2014-k9.pkg 1
 svc enable

技術的なヒント

 シスコの Web サイトで、ご使用の AnyConnect クライアント ソフトウェアが最新
バージョンであることを確認してください。必要な場合は、コマンド ラインから 
TFTP を使用するか、または ASDM を使用して、Cisco ASA にクライアント ソフ
トウェアをインストールしてください。

ステップ 8：標準の HTTP 要求をリダイレクトします。
http redirect outside 80 

これによって、すべてのアクセスがポート 80（HTTP）上の外部インターフェイスからポー
ト 443（HTTPS）にリダイレクトされます。また、ユーザはポータルへのアクセスを取得
するために https://ssl.company.com を入力する必要がなくなります。

   手順 2 VPN ソフトウェア クライアントの設定

ステップ 1：IPsec のクライアント側で、ユーザが Cisco VPN クライアントで必要とす
る情報（ヘッドエンドの IP アドレスまたは DNS 名、グループ名とパスワード、およびユー
ザ名とパスワード）を入力します。

図 5-16  VPN クライアント

ステップ 2：SSL VPN アクセスでは、ユーザが Cisco AnyConnect クライアントで必
要とする情報（ヘッドエンドの IP アドレスまたは DNS 名、およびユーザ名とパスワード）を
入力します。

図 5-17  Cisco AnyConnect VPN Client
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   プロセス

   ハードウェア クライアントのリモート アクセス VPN の設定
1. Cisco ASA ヘッドエンドの設定
2. ハードウェア クライアントの設定 

   手順 1 VPN ヘッドエンドの設定

次に、次の Cisco ASA 5500 ヘッドエンド設定を適用します。

IPsec 暗号化は、AES-128 と SHA-1 に設定されます。Cisco ASA では、DES、
3DES、AES 128-256、および MD5 と SHA アルゴリズムを含む、さまざまなトランス
フォーム セットがサポートされます。ここでは、AES-128 が使用されます。これは、セキュ
リティとパフォーマンスのバランスが適切であるためです。

ステップ 1：トランスフォーム セットを設定します。
crypto ipsec transform-set 5505SET esp-aes esp-sha-hmac 

ステップ 2：5505 ダイナミック クリプト マップを 5505SET 暗号化アルゴリズムに関連
付けます。

crypto dynamic-map 5505DYN-MAP 5 set transform-set 5505SET 

ステップ 3：接続が指定された期間後に IPsec トンネルのキーを再生成するよう、ライ
フタイムを秒とバイト単位で設定します。

crypto dynamic-map 5505DYN-MAP 5 set security-association 
lifetime seconds 28800 
crypto dynamic-map 5505DYN-MAP 5 set security
association lifetime kilobytes 4608000 

ステップ 4：リモート ネットワークが到達可能になるように、ルートを企業ネットワーク
にアドバタイズするようヘッドセットを設定します。

crypto dynamic-map 5505DYN-MAP 5 set reverse-route 

ステップ 5：クリプト マップを、リモート Cisco ASA 5505 が接続する外部インターフェ
イスに関連付けます。

crypto map 5505MAP 60 ipsec-isakmp dynamic 5505DYN-MAP 
crypto map 5505MAP interface outside 
group-policy 5505Group internal 
group-policy 5505Group attributes 
   vpn-tunnel-protocol IPSec 
   ip-comp enable  
   split-tunnel-policy tunnelspecified 

ステップ 6：クライアントのリモート アクセス設定からスプリット トンネル ポリシーを再
利用します。

   split-tunnel-network-list value RA_SplitTunnelACL 
   user-authentication-idle-timeout 480 
   nem enable 
username 5505site1 password [password] 
username 5505site1 attributes 
   vpn-group-policy 5505Group 
tunnel-group RA5505 type remote-access 
tunnel-group RA5505 general-attributes 
   default-group-policy 5505Group 
tunnel-group RA5505 ipsec-attributes 
   pre-shared-key [password] 

ステップ 7：NAT 免除ルールを適用して、VPN リモートへのリターン トラフィックが変
換されないようにします。

object network VPN-Pool 
 subnet 10.10.28.0 255.255.254.0
nat (inside,any) source static internal internal destination 
static VPN-Pool VPN-Pool

   手順 2 リモート VPN の設定 

ステップ 1：リモート Cisco ASA 5505 のこの設定を適用します。事前共有キー パスワー
ドと vpn クライアント vpn グループ パスワードは一致する必要があります。

vpnclient server 10.194.123.132 
vpnclient mode network-extension-mode 
vpnclient nem-st-autoconnect 
vpnclient vpngroup RA5505 password [password] 
vpnclient username 5505site1 password [password] 
vpnclient enable
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ユニファイド コミュニケーション 
モジュール
ビジネスの概要
コラボレーションは常に、成功した企業の原動力となっています。世界的に厳しい今日の
経済環境によって、企業に対する新たな圧力は増加しており、コラボレーションはかつて
ないほど重要になってきています。特に、企業は運用コスト（OpEx）と導入コスト
（CapEx）を管理しながら、従業員の生産性を向上させ、常に競争相手の先を行くよう
に取り組んでいます。この「コストを削減しながら効果を拡大」するアプローチは、次の
ことを実現する手段を見つけることによってのみ達成できます。

• 従業員の作業の促進：最も必要なときに自由に情報にアクセスし利用できるコミュニ
ケーション ツールがあれば、ユーザの作業は促進されます。若い従業員（特に現在 
20 代である「ジェネレーション Y」の世代の従業員）は、このようなネットワーキン
グ ツールを職場に持ち込んでいます。企業はこれらのテクノロジーを積極的に管理す
るバランスのとれた戦略を開発し、理想としては、これらのテクノロジーを最大限に
活用できるよう企業の機能を開発する必要があります。

• リアルタイム情報の提供：コラボレーション アプリケーションにより、ユーザはリアル
タイムの情報を利用することができ、情報共有やプライバシー保護も提供されます。
情報はユーザ コミュニティ全体で共有できるため、より簡単に正確性の確認および修
正ができます。

• 革新による促進：新しいコラボレーション プロセスの導入に成功した企業は、迅速
な行動、適切な意志決定、詳細情報の活用が可能になり、時間と距離の障壁を越え
て効果的な運用を行うことができます。ビジネスにおいては、一歩先を行けるか、遅
れるかのいずれかしかありません。

技術概要
ビジネス上の課題には、仮想ワークスペース、ソーシャル ネットワーキング ツール、
Web 会議アプリケーション、テキスト メッセージング、ユニファイド コミュニケーション、
臨場感溢れるビデオ会議などの Web 2.0 ネットワーキング テクノロジーを使用して対処
できます。ただし、これらのタイプの機能を企業全体に提供する場合は、堅牢でスケーラ
ブルなネットワーク インフラストラクチャが必要です。SBA ネットワーク基盤は、フォー
クリフト アップグレードなしで、ユニファイド コミュニケーションのような新しいユーザ 
サービスとコラボレーション サービスをサポートするように設計されています。

ユニファイド コミュニケーション（UC）の導入は、SBA の他の モジュールにおける製品
選択と設定によって大幅に簡素化されます。次に例を示します。

• アクセス スイッチは、ローカルの電源コンセントなしで電話を導入できる PoE を提供
します。

• ネットワーク全体が、高品質の音声およびビデオ トラフィックをサポートするよう 
QoS によって事前設定されます。

• WAN モジュールでの本社ルータの選択では、PSTN ゲートウェイ機能がサポートさ
れ、パケット音声デジタル信号処理（DSP）モジュール（PVDM）を追加すること
で会議ブリッジ リソースもサポートされます。接続に固有の PSTN インターフェイス 
カードを追加する必要があります。ただし、本社サイトでは、これは T1 または E1 
PRI インターフェイスになる可能性が高くなります。

• ワイヤレス ネットワークはワイヤレス UC デバイス用に事前設定されており、本社サイ
トおよびリモート サイトに 802.11 Wi-Fi を介した IP テレフォニーを提供します。

• セキュリティおよびモビリティ モジュールは、バーチャル プライベート ネットワークを
介して「ソフト」フォンおよび通常の「ハード」フォンを提供できます。これらは 
Cisco ASA 5505 に直接接続することができます。Cisco ASA 5505 は 2 つのポー
トによる PoE の利用、および本社サイトの Cisco ASA 5500 への接続を提供します。

 ルータに追加されるその他のハードウェア モジュールに加えて、IOS コードには 
「音声」フィーチャ セットを組み込む必要があります。基盤構成には含まれていません
が、本社の Cisco ASA 5500 は電話プロキシをサポートします。これにより、
Cisco ASA 5505 ハードウェアがないホーム オフィスでのインターネットを経由し
た電話の導入が可能になります。

SBA プラットフォーム上に以下のアプライアンスを追加することにより、呼制御とボイス
メール システムのアベイラビリティとスケーラビリティを高めることができ、電子メール ク
ライアントの統合が実現します。

読者へのヒント
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• 本社およびリモート サイト内のすべてのユーザに構内交換機（PBX）機能を提供す
るために、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）が選択さ
れました。

• 最初の Unified CM アプライアンスはパブリッシャと呼ばれます。これは、同じクラ
スタ内のその他のすべての Unified CM がサブスクライブするマスター データベース
が含まれているためです。残りのサーバはサブスクライバと呼ばれます。

• 2 台の Cisco MCS 7835 がパブリッシャとサブスクライバとして機能している場合、
クラスタは 1,000 ユーザにまで拡張され、さらにキャパシティにはまだ余裕がありま
す。各サーバをサーバ ファーム内の異なるスイッチに接続すると、スイッチまたは 
MCS プラットフォームの障害に備えたハイ アベイラビリティが提供されます。

3 台の CUCM サーバを 1 つのパブリッシャと 2 つのサブスクライバとして構成すると、
クラスタは最大 2,500 ユーザまで拡大され、追加のアプリケーションやデバイスのための
処理上の余裕が十分になります。3 台のサーバで構成されるクラスタについては、本書で
は説明しません。詳細については、シスコ代理店または最寄りのパートナーにお問い合わ
せください。

Cisco MCS 7835 を選択すると、将来のサービスに対する柔軟性とコストの間のバラン
スをとることができます。このプラットフォームを使用すると、以下のような利点があります。

• 各ユーザが複数のデバイスを使用するために十分な容量があります。たとえば、卓上
電話とソフトフォンで Computer Telephony Integration（CTI; コンピュータ テレ
フォニー インテグレーション）を十分に活用して、電話をリモート制御できるクリック
ツーコールやその他のアプリケーションを使用するユーザの割合を高くすることができ
ます。

• 公共エリア、会議室の電話、倉庫、休憩室など、特定のユーザには割り当てられて
いない電話で使用できる追加のキャパシティがあります。

• プレゼンスおよびインスタント メッセージング、高度な会議とコラボレーション、コン
タクト センター、ビデオ会議など、その他のサービスをサポートすることもできます。
これらの高度なサービスには追加のハードウェアとソフトウェアが必要ですが、それに
ついては本書では説明しません。これらのサービスの詳細については、シスコ代理店
または最寄りのパートナーにお問い合わせください。

• Redundant Array of Independent Disks（RAID）およびデュアル電源により、
ハイ アベイラビリティが提供されます。

リモート サイトでは、WAN がダウンした場合や本社サイトへの接続が失われた場合、
ISR Generation 2 ルータが電話サービスを提供します。シンプルな Survivable 
Remote Site Telephony（SRST）コンフィギュレーションがルータ内で使用されており、
障害時に自動的に引き継ぎます。

ボイスメールは UC 基盤の一部と見なされ、Cisco MCS 7835 プラットフォームに導入
された Cisco Unity Connection によって提供されます。これにより、最大で 1,000 人
ものユーザが電話からボイス メールボックスにアクセスしたり、電子メール クライアント
にボイス メールボックスを統合することができます。大規模なインストール環境の場合、
同じサーバ ハードウェアを 2,500 ユーザにまで拡大できます。

Unity Connection は単純なボイスメール システムとして導入されます。ただし、追加
構成を使用すると、Microsoft Exchange とカレンダー ベースのコール処理の統合、
Cisco Unified MeetingPlace、およびその他のネットワーク対応ボイスメール システ
ムが提供されます。

Unity Connection は非冗長としてアーキテクチャに導入されます。ただし、必要な場
合は 2 番目のハイ アベイラビリティ サーバを追加できます。

読者へのヒント

 次のセクションには、SBA 内に Cisco Unified Communications を導入するた
めに必要な追加手順が記載されています。  
この手順は、別の関連資料に迅速な導入手法として記載されている主要導入手順に
追加されるものです。

導入の詳細
このモジュールでは、Cisco Unified IP Phones を導入し、その後 Cisco Unified 
Communications Manager を導入するための詳細な手順を示します。

   プロセス

   Cisco Unified IP Phones の導入
1. 電話モデルの選択
2. 初期電話ロード オプションの設定
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   手順 1 電話モデルの選択

電話モデルの選択は、ユーザのニーズ、環境、およびコストによって異なります。

電話サービスおよびビデオをサポートするには、少なくとも Cisco Unified IP Phone 
7942G または 7962G が必要です。7945G および 7965G は、高解像度のバックライ
ト付きカラー スクリーンとギガビット イーサネット機能を提供します。

Cisco Unified IP Phone 7931G および 7911G は、提供する機能が少ないため低 
コストのオプションになります。

Cisco Unified IP Phone 7921 および 7925 の各ワイヤレス電話は、会議室用の 
Cisco 7937 会議ステーションと Cisco IP Communicator ソフトウェア クライアント
でデスクトップ コンピュータ ソリューションを提供することにより、モビリティを提供し 
ます。

これらのオプションを使用することを強くお勧めしますが、導入可能な電話の選択肢は他
にもあります。

   手順 2 初期電話ロード オプションの設定

どの電話が必要であるかには関係なく、シグナリング プロトコルとして Skinny Client 
Control Protocol（SCCP）が選択されます。これは、このプロトコルがビデオおよび
拡張モジュール機能も提供するためです。

有線電話は、Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して、アクセス スイッチ内に
設定されている音声 VLAN にアクセスします。DHCP を使用して、IP アドレス、サブネッ
ト マスク、デフォルト ゲートウェイ、ドメイン名、ドメイン ネーム サーバのアドレス、お
よびコンフィギュレーション サーバ（TFTP サーバ）情報を取得します。オプション 150 
を使用すると Unified CM の 2 つの IP アドレスが提供され、電話からコンフィギュレー
ション ファイルとファームウェアをダウンロードできます。これは音声 DHCP スコープに
追加され、プライマリとして「パブリッシャ」の Unified CM、セカンダリ オプションとし
て「サブスクライバ」の Unified CM を使用します。

アクセス レイヤは、電話用の PoE を自動的にネゴシエートし、また、電話によってさま
ざまなセッションに使用される QoS 分類を信頼します（シグナリング、メディア、その他
のサービスなど）。

ステップ 1：リモート サイト ルータに対して次の設定を入力し、以下のいずれかの音声
サブネットに対する DHCP を指定します。ここで、10.10.48.20 はパブリッシャの IP アド
レス、10.10.48.21 はサブスクライバの IP アドレスです。

  ip dhcp excluded-address 10.11.14.1 10.11.14.10

  ip dhcp pool voice 
   network 10.11.14.0 255.255.255.0 
   default-router 10.11.14.1 
   dns-server 10.10.48.10
   option 150 ip 10.10.48.20 10.10.48.21 
   domain-name cisco.local 

   プロセス

   Cisco Unified Communications の導入 

1. ルータ内の会議ブリッジの設定
2. PSTN ゲートウェイの設定
3. リモート ゲートウェイでの SRST の設定 

Unified CM がインストールされ、必要なサービスが有効になると、ゲートウェイ サービ
スの設定を開始できます。

   手順 1 ルータ内の会議ブリッジの設定

本社ルータに次の設定を適用して 10 個の会議ブリッジ リソースを登録し、サブスクライ
バを最も高い優先順位、パブリッシャを 2 番目の優先順位とします。会議リソースが必要
な場合、リモート サイト ルータで同じ設定を使用できます。

ステップ 1：音声カードに dsp サービスを設定します。
voice-card 0 
   dsp services dspfarm 
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ステップ 2：会議ブリッジの dspfarm プロファイルを設定し、最大 10 のセッションと許
容されるコーデックのリストを指定します。

dspfarm profile 1 conference 
   description HQ Conference Bridges 
   codec g711ulaw 
   codec g711alaw 
   codec g729ar8 
   codec g729abr8 
   codec g729r8 
   codec g729br8 
   codec g722-64 
   codec ilbc 
   maximum sessions 10 
   associate application SCCP

ステップ 3：SCCP アプリケーションが Unified CM への登録に使用するローカル イン
ターフェイスを設定します。

ccm-manager sccp local Port-channel32 

ステップ 4：Unified CM サーバに接続するゲートウェイ インターフェイスを設定します。
サブスクライバを最初に設定し、パブリッシャをバックアップとして設定します。

sccp local Port-channel32
   sccp ccm 10.10.48.21 identifier 2 priority 1 version 7.0 
   sccp ccm 10.10.48.20 identifier 1 priority 2 version 7.0 
   sccp 

ステップ 5：ステップ 4 で作成したサーバをグループ化し、会議ブリッジ用のプロファイ
ルに関連付けます。会議ブリッジを Unifed CM に登録します。

sccp ccm group 1 
   bind interface Port-channel32 
   associate ccm 2 priority 1 
   associate ccm 1 priority 2 
   associate profile 1 register hq_conf 
   switchback method graceful 
   switchback interval 60 

   手順 2 PSTN ゲートウェイの設定

PSTN への接続に使用されるゲートウェイは、このアーキテクチャ内の WAN にすでに導
入されている ISR G2 ルータ プラットフォームです。PSTN サービスへの接続に使用され
る特定のインターフェイスおよびプロトコルは、国、プロバイダー、およびコストによって
異なります。

使用するオプションには関係なく、本社およびリモート サイトの Unified CM にゲート
ウェイを接続するために推奨されるシグナリング プロトコルは Session Initiation 
Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）です。サイトが Unfied CM に接続している
ときにサーバに到達できない場合、このプロトコルが共通ダイヤル プラン設定を提供する
ためです。

ゲートウェイを Media Gateway Control Protocol（MGCP; メディア ゲートウェイ コン
トロール プロトコル）用に設定することもできます。ただし、Unified CM サーバに接続
できない場合は、このプロトコルを使用できません。障害状況ではフォールバック プロト
コルが設定され（SIP など）、Survivable Remote Site Telephony（SRST）によっ
て PSTN を介した着信コールと発信コールのルーティングに使用されます。このアーキテ
クチャでは、SIP は Unified CM で使用するように設定されており、WAN 障害時には 
SRST でも使用できます。これにより、リモート サイト ゲートウェイに設定が 2 セット存
在することが回避されます。

以下に、本社サイト用の北米 SIP ゲートウェイ設定の例を示します。このケースでは、
PSTN プロバイダーは各サイトの着信コールで 10 桁を送信します。一部のロケーション
では、キャリアは 4 桁または 7 桁を送信するため、SIP トランクから CUCM VoIP への
ダイヤル ピアの宛先パターンを着信桁数に正しく一致するように変更する必要がありま
す。リモート サイト ゲートウェイも同様ですが、一部のダイヤル ピアの宛先パターン、お
よびゲートウェイ制御とメディアがバインドされているインターフェイスは例外です。

ステップ 1：このルータのグローバル ISDN スイッチ タイプを設定します。
isdn switch-type primary-ni 

ステップ 2：SIP の制御インターフェイスおよびメディア インターフェイスをバインドします。
voice service voip 
 fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
 sip 
  bind control source-interface Port-channel32 
  bind media source-interface Port-channel32 
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ステップ 3：VoIP ダイヤル ピアでサポートされる音声コーデックのリストを作成します。
voice class codec 1 
 codec preference 1 g711ulaw 
 codec preference 2 g711alaw 
 codec preference 3 g729r8 
 codec preference 4 ilbc 

ステップ 4：24 個のチャネルを持つ T1 コントローラで PRI を有効にします。これには 
23 個の B チャネルと 1 個の D チャネルが含まれており、ステップ 5 でさらに設定します。

controller T1 0/1/0 
 Description PSTN PRI
 cablelength short 110 
 pri-group timeslots 1-24

ステップ 5：T1 コントローラでの PRI サポートを有効にした後で、正しい ISDN スイッ
チ タイプを使用して、新規に作成されたシリアル インターフェイスを設定し、音声を有効
にします。

interface Serial0/1/0:23
 no ip address
 encapsulation hdlc
 isdn switch-type primary-ni
 isdn incoming-voice voice
 no cdp enable

ステップ 6：Unified CM を宛先とする着信コール用の SIP ダイヤル ピアを作成します。
preference コマンドを使用して接続に優先順位を付けることにより、サブスクライバを
最初の選択肢、パブリッシャをバックアップとして設定します。ステップ 3 で指定したコー
デックを任意の順序で組み込みます。宛先パターンは、PSTN プロバイダーから着信する 
10 桁と照合されます。

dial-peer voice 100 voip 
 description SIP TRUNK to CUCM1 
 preference 2 
 destination-pattern 408555.... 
 voice-class codec 1 
 session protocol sipv2 
 session target ipv4:10.10.48.20 
 incoming called-number . 
! 
dial-peer voice 101 voip 
 description SIP TRUNK to CUCM2 
 preference 1 
 destination-pattern 408555.... 
 voice-class codec 1 
 session protocol sipv2 
 session target ipv4:10.10.48.21 
 incoming called-number . 

ステップ 7：PSTN に対する発信緊急電話、市内電話、国内電話、および国際電話用
の POTS ダイヤル ピアを作成します。先頭の 9 を除去し、各キャリアで使用されている
桁数のみを転送します。長さがさまざまである国際ダイヤルの場合は、長距離キャリアが
必要とする 011 を先頭に付けて、適切にコールをルーティングします。

dial-peer voice 911 pots 
destination-pattern 911 
port 0/1/0:23 
forward-digits 3 
! 
dial-peer voice 9911 pots 
destination-pattern 9911 
port 0/1/0:23 
forward-digits 3 
! 
dial-peer voice 7 pots 
destination-pattern 9[2-9]...... 
port 0/1/0:23 
forward-digits 7 
! 
dial-peer voice 11 pots 
destination-pattern 91[2-9]..[2-9]...... 
port 0/1/0:23 
forward-digits 11 
! 
dial-peer voice 9011 pots 
destination-pattern 9011T 
incoming called-number . 
direct-inward-dial 
port 0/1/0:23 
prefix 011 
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   手順 3 リモート ゲートウェイでの SRST の設定

Survivable Remote Site Telephony は、予期しない WAN 停止時におけるリモート 
サイトでの電話使用の維持に非常に役立つ機能です。電話は、中央サイトの Unfied 
CM サーバに到達できない場合、リモート サイト ゲートウェイに登録します。ルータ内の 
SRST 設定はある程度カスタマイズ可能で、2 つのモード間で基本的な電話機能を同じ
ように動作させることができます。

ステップ 1：ゲートウェイの音声 VLAN の IP アドレスを使用して SRST を設定します。
これは、IP 電話のデフォルト ゲートウェイです。35 台の電話が単一のディレクトリ番号
に登録でき、二重回線サポートを使用した転送と会議が可能になります。以下に、
SRST を有効にするための 4 つの基本的なコマンドを示します。

call-manager-fallback
 ip source-address 10.11.6.1 port 2000
 max-ephones 35
 max-dn 35 dual-line

ステップ 2：フォールバック モードでのユーザ エクスペリエンスを向上させるために、番
号 9 が押されたときに 2 番目のダイヤル トーンを追加して、ユーザが監視転送（フル打
診機能）を実行できるようにします。アドホック会議用に 8 つの 3 方向電話会議を設定
します。

 secondary-dialtone 9
 transfer-system full-consult
 max-conferences 8 gain -6

ステップ 3：dialplan-pattern コマンドは、10 桁の E164 PSTN 番号を電話上の固有
の 7 桁のディレクトリ番号に変換します。『UC Rapid Deployment Guide』では、ア
クセス コード 8 と 2 桁のサイト コードを含む 7 桁が推奨されています。extension-
length キーワードと extension-pattern キーワードを使用すると、E164 番号の末尾
の 4 桁を識別し、その前に 8 と 2 桁のサイト コードを追加できます。変更された番号は、
電話の 7 桁のディレクトリ番号に一致します。10 桁のコールが PSTN キャリアから届く
と、そのコールは最後の 4 桁に基づいて正しい電話に転送されます。

dialplan-pattern 1 201555.... extension-length 7 extension-
pattern 831....

まとめ 

DHCP、メディア リソース、およびゲートウェイのユニファイド コミュニケーション導入は、
『Cisco SBA for Midsize Organizations—Collaboration Unified Communications 
Rapid Deployment Guide』に記載されている主要な導入手順の前に実行し、IP 電話
が正しい時点で登録されるようにする必要があります。

『Unified Communications Rapid Deployment Guide』には、以下の機能の設定方
法に関する詳細が記載されています。

• 自動登録
• Active Directory の統合
• ダイヤル プラン
• サービス クラス
• ローカル ルート グループ
• デバイス モビリティ
• 内線のモビリティ
• メディア リソース
• ハイ アベイラビリティ
• コール アドミッション制御

このユニファイド コミュニケーションの導入が完了すると、その他の多数のサービス（ビ
デオ、IM とプレゼンス、ヘルプ デスク、会議、ソーシャル ネットワーキングなど）を導
入するための柔軟でスケーラブルな基盤が提供されます。

 上記の技法はすべて、ユニファイド コミュニケーションを導入するための追加のガイ
ドラインとともに『Unified Communications Solution Reference Network 
Design (SRND)』に詳細に記載されています。

Cisco Unified Communications Manager および Cisco UnityConnections を導
入する手順をステップごとに説明する『Unified Communications Rapid Deployment 
Guide』は、http://www.cisco.com/go/sba/ にあります。

読者へのヒント
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ワイヤレス モジュール

ビジネスの概要
今日の従業員の効果と効率は、ロケーションに関係なく接続を維持できるようにすること
で改善できます。ユーザがデスクや事前に有線接続されたその他のロケーションにいると
きに接続を提供する有線ネットワーキング ポート設計の一部として統合されたワイヤレ
スを使用すると、会議に向かっている途中でも接続でき、カフェテリアやその他の待ち合
わせ場所がアドホック会議室になります。ワイヤレス ネットワークを使用すると、ユーザ
の接続は維持され、情報は建物による物理的な制限に関係なく流れます。

リモート サイトと本社のユーザは、同じ方式と認証データベースを介して音声サービスと
データ サービスに接続できます。これにより、企業ユーザに対してシームレスなビジネス
環境が作成されます。

利点： 

•  ロケーションに依存しないネットワーク アクセス：従業員の生産性の向上 

•  ネットワークの柔軟性の向上：有線接続が困難なロケーションでも、コストがかかる
建設を行わなくても到達可能 

•  簡単な管理と運用：分散ワイヤレス環境の集中制御 

•  プラグ アンド プレイによる導入：アクセス ポートに接続された新しいアクセス ポイン
トを認識するように事前設定されているネットワーク コア

•  復元力が高い導入モデル：重要なリソースへのアクセスの維持

テクノロジー概要
作業環境のモバイル化が進むにつれ、企業のニーズも進化しています。シスコのテクノロ
ジーと製品は、ワイヤレス機能の拡張に焦点を当てることにより、これらのニーズを満た
すべく進化しています。シスコは、音声サービスとデータを提供するデータ サービスには
ワイヤレス モビリティ ネットワーク、従業員にはビデオおよび音声による接続、ワイヤレ
ス IP 電話には音声接続、およびインターネットに接続するビジターにはワイヤレス ゲス
ト アクセスを使用することをお勧めします。

1 つの主要な目標である導入の簡素化とともに、このワイヤレス ネットワーク設計はセキュ
アかつ拡張可能であり、WAN 経由で接続されている本社とリモート サイトに対応してい
ます。環境ごとに固有である無線周波数（RF）設計には対応していません。

従来、最も簡単なアプローチはスタンドアロンのアクセス ポイント（AP）を使用すること
でしたが、それぞれのアクセス ポイントを個々に管理する必要があり、ネットワーク機能を
ネットワーク全体に拡張する機能がありませんでした。

この新しい設計の中心にはワイヤレス コントローラ（WC）アプライアンスがあり、必要
なカバレッジを満たすために必要な数の AP をサポートするように拡張できます。この設
計の場合、シスコはそれぞれ最大 500 個の AP をサポートする Cisco 5500 シリーズ ワ
イヤレス コントローラの使用をお勧めします。簡単にするために、この設計では 2 つのユ
ニットを使用しています。それぞれが、導入されているすべての AP を単一ユニットとして
処理可能なだけの同等 AP カバレッジを持っています。1 台のコントローラで障害が発生
すると、残りのコントローラが設計内のすべてのアクセス ポイントをサポートします。この
復元力がある設計は N+N 設計と呼ばれます。「N」は特定数のアクセス ポイントをサポー
トするコントローラです。より高い復元力が必要な場合は、3 台目のコントローラを追加
して、コントローラ間でキャパシティを分散できます。この設計では、特に Cisco 5508 
WC を使用しました。この WC は 8 つの Small Form-Factor Pluggable（SFP; 着脱
可能小型フォームファクタ）ベースのディストリビューション ポートを持っており、それら
のポートを使用して、サーバ ファーム スイッチへの EtherChannel 接続をコアから直接
提供できます。この接続は、距離と選択に応じて銅線接続またはファイバ接続のいずれか
です。
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本社で使用される AP は、Cisco 1140 シリーズ、1260 シリーズ、および 3500 シリー
ズの Lightweight アクセス ポイント（802.11a/b/g/n サポート付き）です。電源はアク
セス レイヤ スイッチから標準 802.3af Power over Ethernet（PoE）で供給され、既
存の建物の電源コンセントの設置や変更を行う（これがアクセス ポイントを天井に設置す
る要因になることが多い）ことなく AP を導入できます。

通常の状態では、AP は Lightweight モードで動作します。リモート サイトと本社の間
の接続が失われると、AP はスタンドアロン モードで動作し、クライアントのローカル エ
リア ネットワーク（LAN）への接続を維持することができます。

ワイヤレス モビリティの導入には、認証用の RADIUS サーバ、および AP が WC を見
つけるための DNS エントリが必要です。

本社には、キャンパス全域のデータ ワイヤレス LAN（WLAN）と、WC を終端とする別
の音声 WLAN があり、WC で別々のブロードキャスト ドメインに配置されます。

各リモート サイトにも同じデータ WLAN と音声 WLAN があり、ローカル リソースにア
クセスするときには WAN を経由しないようにするためにリモート サイト内でローカルにス
イッチングされます。本社とすべてのリモート サイトに対して単一のゲスト WLAN が導入
され、その WLAN が逆に WC および適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）に接
続する特定の VLAN にトンネリングされます。これにより、インターネットへのセキュア 
アクセスが提供され、企業ネットワークへのアクセスを防止できます。ゲスト WLAN には
ワイヤレス セキュリティはなく、オープン認証が使用されます。インターネットへのアクセ
スは、WC でローカルに作成される期限付きゲスト アカウントおよび Lobby 
Ambassodor アカウントを使用した Web 認証を活用して制御されます。

   プロセス 

   LAN に対するワイヤレスの設定
1. ポート チャネルおよびトランキングの有効化
2. 必要なレイヤ 3 インターフェイスの確認
3. WC セットアップ スクリプトの実行

   手順 1 ポート チャネルおよびトランキングの有効化

WC が物理的に設置されて電源がオンになったら、ディストリビューション ポート 1 と 2 
をコア スイッチ 1 と 2 にそれぞれ接続し（または別々のブレード）、それらの間で 
EtherChannel を設定します。

次の設定で使用されている VLAN は、本社ワイヤレス データ（116）、本社ワイヤレス
音声（120）、およびワイヤレス ゲスト（150）用です。

ステップ 1：ワイヤレス LAN コントローラのグローバル コンフィギュレーション モード用
のポート チャネルを作成します。

interface Port-channel11
description Uplink for WC-5508-1

ステップ 2：ポート チャネルをトランクへのレイヤ 2 インターフェイスにします。
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 116,120,150
switchport mode trunk

ステップ 3：物理ポートをポート チャネルにグループとして追加します。
interface range GigabitEthernet1/0/11, 2/0/11
description WLAN Controller HQ

ステップ 4：インターフェイス トランクがワイヤレス サブネットの VLAN のみになるよう
にします。

switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 116,120,150
switchport mode trunk
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20

ステップ 5：QoS パラメータを作成し、DSCP が監視されるようにします。
queue-set 2
priority-queue out 
auto qos voip trust 
mls qos trust dscp

ステップ 7：両方のポートをポート チャネルに割り当てます。
channel-group 11 mode on

ステップ 8：spanningtree を設定して高速なフェールオーバーを可能にし、コンフィギュ
レーション モードを終了します。

spanning-tree link-type point-to-point



74ワイヤレス モジュール

   手順 2 必要なレイヤ 3 インターフェイスの確認

この設定はコア スイッチ セクションで完了しています。続行する前に、ご使用のコア 
レイヤ 3 スイッチでレイヤ 3 インターフェイスが適切に設定されていることを確認して
ください。

Core3750G1#show running-config interface vlan 116
Building configuration...

Current configuration : 87 bytes
!
interface Vlan116
 description Wireless DATA
 ip address 10.10.16.1 255.255.252.0
 ip helper-address 10.10.48.10
end

Core3750G1#show running-config interface vlan 120
Building configuration...

Current configuration : 67 bytes
!
interface Vlan120
 description Wireless VOICE
 ip address 10.10.20.1 255.255.252.0
 ip helper-address 10.10.48.10
end

   手順 3 WC セットアップ スクリプトの実行

次に、WC の電源がオンになった後で WC コンソール ポートを使用すると、セットアッ
プ スクリプトによりプロンプトが表示されます。

読者へのヒント

 このモジュールでは、画面上のプロンプトに対する応答は太字で示されています。

初期ハードウェア起動プロセスが完了すると、画面上に次のように表示されます。
Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool
Use the ‘-‘ character to backup
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:no

ステップ 1：システム名を入力します。
System Name [Cisco_7e:8e:43] (31 characters max): WC-5508-1

ステップ 2：管理者のユーザ名とパスワードを入力します。

技術的なヒント

 次のユーザ名は使用しないでください。入力すると、文字は「*」記号としてエコーバッ
クされます。

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): *****
Re-enter Administrative Password         : *****

ステップ 3：サービス ポート インターフェイス アドレスに DHCP を使用します。
Service Interface IP address Configuration [none] [DHCP]: DHCP

ステップ 4：リンク アグリゲーションを有効にします。
Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: yes

ステップ 5：管理インターフェイスの IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
Management Interface IP Address: 10.10.50.49
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management interface Default Router: 10.10.50.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 150

ステップ 6：クライアント用のデフォルトの DHCP サーバを入力します。
Management Interface DHCP Server IP Address: 10.10.48.10

ステップ 7：仮想インターフェイスを入力します。これは、WC によってモビリティ 
DHCP リレーおよびコントローラ間通信に使用されます。

Virtual Gateway IP Address: 192.168.32.254

ステップ 8：デフォルトのモビリティおよび RF グループとして使用される名前を入力し
ます。

Mobility/RF Group Name: SBA
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ステップ 9：ゲストの初期 SSID を入力します。
Network Name (SSID): Guest

ステップ 10：no と入力し、クライアントが DHCP IP アドレスを使用するようにします。
Allow Static IP Addresses [YES][no]: no

ステップ 11：RADIUS を設定するかどうかというプロンプトに対して no と入力します（こ
れは後でグラフィカル ユーザ インターフェイスを使用して設定します）。

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no
The default WLAN security policy requires a RADIUS server.

ステップ 12：導入先の国の正しい国コードを入力します （有効な国コードのリストを取
得するには、help と入力します）。

Enter Country Code list (enter ‘help’ for a list of countries) 
[US]: US

ステップ 13：yes と入力して、すべてのワイヤレス ネットワークを有効にします（802.11a 
は通常はワイヤレス IP 電話に使用されますが、802.11b/g/n は通常はデータに使用され
ます）。

Enable 802.11b network [YES][no]: yes
Enable 802.11a network [YES][no]: yes
Enable 802.11g network [YES][no]: yes

ステップ 14：yes と入力して、WC の無線リソース管理（RRM）の自動 RF 機能を有
効にします。

Enable Auto-RF [YES][no]: yes

ステップ 15：NTP サーバに関するプロンプトに対して no と入力し、現在の日時を入力
します。

Configure a NTP server now? [YES][no]: no
Enter the date in MM/DD/YY format: 10/10/10
Enter the time in HH:MM:SS format: 12:05:35

ステップ 16：間違いがなければ、yes と入力して続行します。
Configuration correct? If yes, system will save it and reset 
[yes][NO]: yes

Configuration saved!
Resetting system with new configuration…

 間違えた場合は、「-」キーに続けてリターン キーを押すと画面が 1 つ戻ります。上
記で「NO」と入力すると、すべての情報が廃棄され、ステップ 1 に戻ります。

この時点で、WC は設定を保存してリブートします。画面上にプロンプトが表示されたら、
上記のステップ 2 で使用されたユーザ名とパスワードを入力します。

基本的なインストールを検証するには、show port summary コマンドを使用して、両
方のポートが動作中で有効であることを確認します。AP マネージャおよび管理インター
フェイスの IP アドレスと VLAN が正しいことを確認するには、show port summary 
コマンドを使用します。注目すべきことは、両方で使用されているポートは Link 
Aggregation Group（LAG; リンク アグリゲーション グループ）であるということです。
これは、2 つのディストリビューション ポートをグループ化し、EtherChannel に対して
設定されている 2 つのコア スイッチにロード バランシングとハイ アベイラビリティを提供
できるようにします。

設定が確認されると、有線ネットワークから Web ブラウザを使用して WC GUI にアクセ
スできるようになります。

HTTPS://10.10.50.49

図 7-1  ワイヤレス LAN コントローラのログイン ページ

 
管理 IP アドレスのホスト エントリを追加した場合は、DNS 名を使用することもできます。

読者へのヒント

HTTPS://10.10.50.49
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技術的なヒント

 WC の設定を続行する前に、DHCP プールもしくは DHCP サーバ スコープで指定
されている DNS サーバに、Wireless LAN Controller の管理 IP アドレスで 
cisco-lwapp-controller のホスト エントリが設定されていることを確認してください
（この場合、DNS サーバは 10.10.48.10 です）。cisco-capwap-controller DNS レ
コードは、ソフトウェア バージョン 6.0 以上を実行するアクセス ポイントのブートスト
ラップ情報を提供します。バージョン 6.0 よりも前のソフトウェアを実行する AP がネッ
トワークに含まれている可能性がある場合は、ホスト名 cisco-lwapp-controller を
解決する DNS レコードを WC の管理 IP アドレスに追加してください。

 
IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、および DNS サーバ情報に DHCP を使用すると、
AP は DNS を使用して cisco-capwap-controller を解決し、WC との接続を確立しま
す。これにより、無線を有効にし（デフォルトでは無効）、その他の設定を行うことができ
るようになります。また、必須ではありませんが、管理 IP アドレスの DNS ホスト エントリ
も定義しておくことをお勧めします。
本社では、AP に接続されるアクセス ポートには標準アクセス スイッチポート設定を使用す
る必要があります。ただし、1 つの例外があります。それは、interface コマンドを使用して、
デフォルト トラストを CoS から DSCP に変更することです。
mls qos trust dscp

 
Web インターフェイスにログインした後で、[Monitor] > [Summary] ページで WC の
基本的な健全性を確認できます。
各設定ステップの後で、設定を保存したことを確認してください（GUI の右上）。
このページには、動作中のディストリビューション ポート（緑色）および通信を確立した 
AP が表示されます。

復元力があるワイヤレス ネットワーク
ワイヤレスは、イーサネット ジャックへのブリッジではなく、ユーザが好んで使用する典型
的な接続手段になりました。SBA 内では、N+N コントローラ導入モデルを活用すること
により、このニーズに対処してきました。このモデルを使用すると、ネットワークは単一の
コントローラで稼動できますが、アクセス ポイントの負荷をネットワーク内の復元力があ
る各コントローラ間で同程度に分配できます。
ここで示すネットワーク設計では 2 つのコントローラを使用します。各コントローラの負
荷は、ライセンスで許可されていて処理可能であるアクセス ポイント キャパシティの 50% 
を超えません。この構成では、いずれかのコントローラで障害が発生すると、残りのコン
トローラがすべてのネットワーク アクセス ポイントを登録できます。
設計上、各ネットワークにはデフォルトの復元力レベルがすでに適用されています。

   プロセス 

   復元力があるワイヤレス ネットワークの設定
1. ポート チャネルおよびトランキングの有効化
2. WC セットアップ スクリプトの実行
3. モビリティ グループ メンバーシップの設定

   手順 1 ポート チャネルおよびトランキングの有効化

WC が物理的に設置されて電源がオンになったら、ディストリビューション ポート 1 と 2 
をコア スイッチ 1 と 2 にそれぞれ接続し（または別々のブレード）、それらの間で 
EtherChannel を設定します。

次の設定で使用されている VLAN は、本社ワイヤレス データ（116）、本社ワイヤレス
音声（120）、およびワイヤレス ゲスト（150）用です。

ステップ 1：ワイヤレス LAN コントローラのグローバル コンフィギュレーション モード用
のポート チャネルを作成します。

interface Port-channel12
description Uplink for WC-5508-2

ステップ 2：ポート チャネルをトランクへのレイヤ 2 インターフェイスにします。
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 116,120,150
switchport mode trunk

ステップ 3：物理ポートをポート チャネルにグループとして追加します。
interface range GigabitEthernet1/0/12, 2/0/12
description WLAN Controller HQ

ステップ 4：インターフェイス トランクがワイヤレス サブネットの VLAN のみになるよう
にします。

switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 116,120,150
switchport mode trunk
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
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ステップ 5：QoS パラメータを作成し、DSCP が監視されるようにします。
queue-set 2
priority-queue out 
auto qos voip trust 
mls qos trust dscp

ステップ 7：両方のポートをポート チャネルに割り当てます。
channel-group 12 mode on

ステップ 8：spanningtree を設定して高速なフェールオーバーを可能にし、コンフィギュ
レーション モードを終了します。

spanning-tree link-type point-to-point

   手順 2 WC セットアップ スクリプトの実行

次に、WC の電源がオンになった後で WC コンソール ポートを使用すると、セットアッ
プ スクリプトによりプロンプトが表示されます。

 このモジュールでは、画面上のプロンプトに対する応答は太字で示されています。

初期ハードウェア起動プロセスが完了すると、画面上に次のように表示されます。
Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool
Use the ‘-‘ character to backup
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:no

ステップ 1：システム名を入力します。
System Name [Cisco_7e:8f:5a] (31 characters max): WC-5508-2

ステップ 2：管理者のユーザ名とパスワードを入力します。
Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): *****
Re-enter Administrative Password         : *****

ステップ 3：サービス ポート インターフェイス アドレスに DHCP を使用します。
Service Interface IP address Configuration [none] [DHCP]: DHCP

ステップ 4：リンク アグリゲーションを有効にします。
Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: yes

ステップ 5：管理インターフェイスの IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
Management Interface IP Address: 10.10.50.50
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management interface Default Router: 10.10.50.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 50

ステップ 6：クライアント用のデフォルトの DHCP サーバを入力します。
Management Interface DHCP Server IP Address: 10.10.48.10

ステップ 7：仮想インターフェイスを入力します。これは、WC によってモビリティ DHCP 
リレーおよびコントローラ間通信に使用されます。

Virtual Gateway IP Address: 192.168.32.254

ステップ 8：デフォルトのモビリティおよび RF グループとして使用される名前を入力します。
Mobility/RF Group Name: SBA

ステップ 9：ゲストの初期 SSID を入力します。
Network Name (SSID): Guest

ステップ 10：no と入力し、クライアントが DHCP IP アドレスを使用するようにします。
Allow Static IP Addresses {YES][no]: no

ステップ 11：RADIUS を設定するかどうかというプロンプトに対して no と入力します。
これは、後でグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を使用して設定します。

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no
The default WLAN security policy requires a RADIUS server.

ステップ 12：導入先の国の正しい国コードを入力します （有効な国コードのリストを取
得するには、help と入力します）。

Enter Country Code list (enter ‘help’ for a list of countries) 
[US]: US

ステップ 13：yes と入力して、すべてのワイヤレス ネットワークを有効にします （802.11a は
通常はワイヤレス IP 電話に使用されますが、802.11b/g/n は通常はデータに使用されます）。

Enable 802.11b network [YES][no]: yes
Enable 802.11a network [YES][no]: yes
Enable 802.11g network [YES][no]: yes

ステップ 14：yes と入力して、WC の無線リソース管理（RRM）の自動 RF 機能を有効
にします。

Enable Auto-RF [YES][no]: yes

読者へのヒント
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ステップ 15：NTP サーバに関するプロンプトに対して no と入力し、現在の日時を入力
します。

Configure a NTP server now? [YES][no]: no
Enter the date in MM/DD/YY format: 10/10/10
Enter the time in HH:MM:SS format: 13:15:05

ステップ 16：間違いがなければ、yes と入力して続行します。
Configuration correct? If yes, system will save it and reset 
[yes][NO]: yes
Configuration saved!
Resetting system with new configuration…

読者へのヒント

 間違えた場合は、「-」キーに続けて Enter を押すと画面が 1 つ戻ります。上記で
「NO」と入力すると、すべての情報が廃棄され、ステップ 1 に戻ります。

この時点で、WC は設定を保存してリブートします。画面上にプロンプトが表示されたら、
上記のステップ 2 で使用したユーザ名とパスワードを入力します。

基本的なインストールを検証するには、show port summary コマンドを使用して、両
方のポートが動作中で有効であることを確認します。AP マネージャおよび管理インター
フェイスの IP アドレスと VLAN が正しいことを確認するには、show port summary 
コマンドを使用します。注目すべきことは、両方で使用されているポートは Link 
Aggregation Group（LAG; リンク アグリゲーション グループ）であるということです。
これは、2 つのディストリビューション ポートをグループ化し、EtherChannel に対して
設定されている 2 つのコア スイッチにロード バランシングとハイ アベイラビリティを提供
できるようにします。

設定が確認されると、有線ネットワークから Web ブラウザを使用して WC GUI にアクセ
スできるようになります。

HTTPS://10.10.50.50

図 7-2  ワイヤレス LAN コントローラのログイン ページ

管理 IP アドレスのホスト エントリを追加した場合は、DNS 名を使用することもできます。

技術的なヒント

 WC の設定を続行する前に、DHCP プールもしくは DHCP サーバ スコープで指定
されている DNS サーバに、Wireless LAN Controller の管理 IP アドレスで 
cisco-lwapp-controller のホスト エントリが設定されていることを確認してくださ
い （この場合、DNS サーバは 10.10.48.10 です）。

HTTPS://10.10.50.50
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IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、および DNS サーバ情報に DHCP を使用すると、
AP は DNS を使用して cisco-capwap-controller を解決し、WC との接続を確立し
ます。これにより、無線を有効にし（デフォルトでは無効）、その他の設定を行うことがで
きるようになります。また、必須ではありませんが、管理 IP アドレスの DNS ホスト エン
トリも定義しておくことをお勧めします。

本社では、AP に接続されるアクセス ポートには標準アクセス スイッチポート設定を使用
する必要があります。ただし、1 つの例外があります。それは、interface コマンドを使
用して、デフォルト トラストを CoS から DSCP に変更することです。

mls qos trust dscp

Web インターフェイスにログインした後で、[Monitor] > [Summary] ページで WC の
基本的な健全性を確認できます。

各設定ステップの後で、設定を保存したことを確認してください（GUI の右上）。

このページには、動作中のディストリビューション ポート（緑色）および通信を確立した 
AP が表示されます。

   手順 3 モビリティ グループ メンバーシップの設定

各コントローラ メンバーが相互に認識できる必要があります。

ステップ 1：[Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Groups] に移動
し、[EditAll] を選択します。

ステップ 2：ワイヤレス コントローラの MAC アドレス、IP アドレス、およびモビリティ 
グループ名（任意）を入力します。

ステップ 3：[Apply] をクリックします。

ステップ 4：ネットワーク内の各コントローラに対してこの手順を繰り返します。

図 7-3  モビリティ グループ メンバー

ワイヤレス ゲスト アクセス
このセクションでは、ゲスト ワイヤレス ネットワークを導入する方法を説明します。ゲス
ト ワイヤレス ネットワークを使用すると、ゲストのユーザ名とパスワードを持つビジター
は本社とリモート サイトの両方でインターネットにアクセスできます。

コア スイッチでは、VLAN 16 はゲスト トラフィックを ASA にトランクするように事前に
定義されています。コア スイッチの VLAN インターフェイスはデフォルト ゲートウェイとし
ての IP アドレスを持っていません。これは、このサブネットは ASA であり、ネットワーク
の他の部分へのアクセスを許可しないためです。DHCP サービスとゲスト認証は、WC 
によって提供されます。WC のゲスト アカウントは、事前に決定された期間（デフォルト
では 24 時間）が経過すると期限切れになります。その後は、新規に作成されたユーザ
名とパスワードを使用した新しい認証が必要になります。

   プロセス 

   音声およびデータ アクセスの設定

   前提条件：RADIUS サーバの設定
1. WC への RADIUS サーバの追加
2. データ インターフェイスと音声インターフェイスの作成
3. 音声 WLAN およびデータ WLAN の作成
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本社およびリモート サイトのデータ WLAN および音声 WLAN は、RADIUS データベー
スに対してクライアントを認証します。

読者へのヒント

 同じモビリティ グループに含まれる各ワイヤレス コントローラは、以下に示すように
設定する必要があります。そうしないとローミングは失敗します。

   手順 1 WC への RADIUS サーバの追加

セキュリティ ポリシーに基づいて、各ワイヤレス LAN を異なる RADIUS サーバに認証す
ることも、単一のサーバに認証することもできます。複数の RADIUS サーバをワイヤレス 
コントローラに追加する場合は、各 RADIUS サーバに対して次の手順を繰り返すだけで
す。

ステップ 1：ワイヤレス LAN コントローラにログインします。

ステップ 2：[SECURITY] > [RADIUS] > [Authentication] に移動します。

図 7-4  RADIUS 認証サーバ

ステップ 3：[New] をクリックします。

図 7-5  新しい RADIUS サーバの作成

 
ステップ 4：サーバ IP アドレス 10.10.48.10 と共有秘密の cisco123 を入力し、[Apply] 
をクリックします。

図 7-6  RADIUS 認証サーバ
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音声接続とデータ接続の作成
音声とデータ用のセキュアなワイヤレス アクセスを提供しなければ、ネットワークは完全
ではありません。Wi-Fi での課題には、共有メディアの概念が含まれています。各クライアン
トは、送受信のためのタイム スロットがある場合にのみ送受信できます。クライアント数
が増加するにつれ、輻輳により音声およびビデオのクライアントに対する理想的な状態を
維持できなくなる可能性があり、Quality of Service 要件が必須になります。

Hybrid Remote Edge Access Point（H-REAP; ハイブリッド リモート エッジ アクセ
ス ポイント）を使用して、リモート サイトでワイヤレス パケットをローカルにスイッチング
します。このことのみを目的として、音声ワイヤレス LAN とデータ ワイヤレス LAN の両
方におけるパケットのローカルなスイッチングが WLAN の初期作成時に有効になります。
リモート サイトの設定については後で説明します。

音声およびデータの有線接続
有線ポリシーとの整合性を維持するために、音声トラフィックとデータ トラフィックを別々
に維持するというポリシーが適用されてきました。レイヤ 3 に基づくトラフィックに 
Quality of Service を適用すると、適用が簡単になる可能性があります。

   手順 3 データ インターフェイスと音声インターフェイスの作成

ステップ 1：ワイヤレス LAN コントローラにログインします。

ステップ 2：[CONTROLLER] > [Interfaces] に移動し、[New] をクリックします。

図 7-7  インターフェイスの概要

 
ステップ 3：データ インターフェイス名 wdata（スペースなし）とデータ VLAN ID 10 
を追加し、[Apply] をクリックします。

図 7-8  新しいインターフェイス

ステップ 4：IP アドレス 10.10.16.50、ネットワーク マスク 255.255.255.0、デフォルト 
ゲートウェイ 10.10.16.1、および DHCP サーバ 10.10.48.10 を追加し、[Apply] をクリッ
クします。

図 7-9  データ インターフェイスの詳細

 
ステップ 5：[CONTROLLER] > [Interfaces] に移動し、[New] をクリックします。

ステップ 6：音声インターフェイス名 sba-voice（スペースなし）と音声 VLAN ID 120 
を追加し、[Apply] をクリックします。
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図 7-10  新しい音声インターフェイス

ステップ 7：IP アドレス 10.10.20.49、ネットワーク マスク 255.255.255.0、デフォ
ルト ゲートウェイ 10.10.20.1、および DHCP サーバ アドレス 10.10.48.10 を追
加し、[Apply] をクリックします。

図 7-11  音声インターフェイスの詳細

図 7-12  インターフェイスの概要

   手順 4 音声 WLAN およびデータ WLAN の作成

次のセクションでは、企業の従業員用の音声 WLAN について説明します。このワイヤレ
ス LAN のセキュリティはデータ ワイヤレス LAN の場合と同じで、以前に設定された 
RADIUS サーバに対して認証されます。Quality of Service は実質的な違いを生みます。
パケットの送受信に対するアクセス量は、音声の方がワイヤレス データ トラフィックより
大きくなるためです。

ステップ 1：ワイヤレス LAN コントローラにログインします。

ステップ 2：[WLANs] に移動します。

ステップ 3：ドロップダウン リストから [Create New] を選択し、[Go] をクリックします。

図 7-13  新しい WLAN の作成
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ステップ 4：プロファイル名「Voice」と音声 SSID「SBAvoice」を追加し、ドロップ
ダウン リストに指定されている ID はそのままにして、[Apply] をクリックします。

図 7-14  音声 WLAN の作成

ステップ 5：[General] タブで [Status Enabled] チェックボックスをオンにし、[Interface] 
ドロップダウン リストで作成済みの sba-voice インターフェイスを選択します。

図 7-15  音声の [General] タブ

ステップ 6：[QoS] タブのドロップダウン リストで [Platinum (voice)] を選択します。

図 7-16  音声の [QoS] タブ

ステップ 7：[Advanced] タブで [H-REAP Local Switching Enabled] チェックボック
スをオンにし、[Apply] をクリックします。

図 7-17  音声の [Advanced] タブ

データ ワイヤレス LAN はセキュアである必要があり、音声ワイヤレス LAN の場合より
パケット遅延に対する許容レベルが高いと見なされます。

技術的なヒント

 前の SBA-Data インターフェイスに関連付けられた SSID「SBAdata」とプロファ
イル名「Data」を使用して、データ ワイヤレス LAN の作成を説明します。

ステップ 8：[WLANs] に移動します。

ステップ 9：ドロップダウン リストから [Create New] を選択し、[Go] をクリックします。

図 7-18  新しい WLAN の作成

ステップ 10：プロファイル名「Data」とデータ SSID「SBAdata」を追加し、ドロッ
プダウン リストで選択されている ID はそのままにして、[Apply] をクリックします。
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図 7-19  新しいデータ WLAN の作成

ステップ 11：[General] タブで [Status Enabled] チェックボックスをオンにし、[Interface] 
ドロップダウン リストで作成済みの VLAN [sba-data] を選択します。

図 7-20  データ WLAN の [General] タブ

ステップ 12：[Advanced] タブで [H-REAP Local Switching Enabled] チェックボッ
クスをオンにし、[Apply] をクリックします。

図 7-21  データ WLAN の [Advanced] タブ

図 7-22  ワイヤレス LAN の概要

 
リモート サイト ワイヤレス
各リモート サイトにはサイト固有のデータ WLAN と音声 WLAN があります。これらの 
WLAN はこれまで LAN 用に作成した WLAN と同じですが、リモート サイトでローカル
にスイッチングされるという 1 つの基本的な違いがあります。

本社では、ワイヤレス ユーザ トラフィックは有線データ VLAN を使用して CAPWAP 経
由で WC に転送されます。このモジュールの最初で示されているように、WC から LAG 
ポート（802.1Q トランクを形成）経由で復元力があるコアにスイッチングされます。リモー
ト サイトのワイヤレス トラフィックもこのような方法で動作する場合、リモート サイト内の 
2 つのデバイス間のトラフィックは、WAN を経由して CAPWAP を介して企業の WC に
転送されます。そこからコアにトランクされ、WAN を経由して宛先にルーティングされま
す。このような方法でのトラフィックのルーティングは、ユニファイド コミュニケーション
の場合は問題になる可能性があります。これは、リモート サイト ゲートウェイから呼び出
すワイヤレス IP 電話が WAN を 2 回経由するためです。実際には、リモート サイトを出
る必要はまったくありませんでした。これを解決するために、音声 WLAN とデータ 
WLAN はアクセス ポイントのトランキング インターフェイスを介してローカルにスイッ
チングされます。ゲスト WLAN は依然として中央でスイッチングされます。このスイッチン
グ パターンにより、本社では、管理、制御、およびゲストのトラフィックのみが、
CAPWAP を介した WC への転送を許可されます。

   プロセス 

   リモート サイト ワイヤレス アクセスの設定

1. ハイブリッド リモート エッジ AP の設定

2. リモート サイト スイッチの設定
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読者へのヒント

 H-REAP の別の利点は、たとえば WAN の停止などが原因で WC への接続が失わ
れた場合に、AP がスタンドアロン動作モードで動作できるということです。ワイヤ
レス認証は本社の WAN 全体にある各サービスを使用して実行されるため、この機
能には追加の設定が必要です。これは、この導入ガイドの対象範囲外です。

   手順 1 ハイブリッド リモート エッジ AP の設定

3 つのワイヤレス ローカルエリア ネットワークを設定し、そのうち 2 つでは H-REAP を
介したローカル スイッチングを有効にしました。シスコの各ワイヤレス アクセス ポイント
の動作モードは異なり、そのうち 2 つではクライアントを関連付けてトラフィックをリレー
できます。本社では、デフォルトの動作モードをローカル モードのままにしておきます。
すべてのワイヤレス LAN トラフィックは CAPWAP を介してコントローラに転送され、有
線ネットワークにスイッチングされます。リモート サイトでは、このデフォルトの動作をハ
イブリッド リモート エッジ アクセス ポイント モードに変更します。リモート サイトの各ア
クセス ポイントの設定はステージング ファシリティで実行することが最善です。これによ
り、接続が保証され、必要が生じた場合に問題をトラブルシューティングできるようにな
ります。

技術的なヒント

 有線データ VLAN タグは 64、音声 VLAN タグは 122、ネイティブ VLAN タグは 
120 です。

ステップ 1：ワイヤレス LAN コントローラにログインします。

ステップ 2：[WIRELESS] に移動します。

ステップ 3：リモート サイト アクセス ポイントを選択します。

図 7-23  リモート サイト アクセス ポイントの選択

ステップ 4：アクセス ポイント モードを H-REAP に変更します。

図 7-24  H-REAP モードの選択

ステップ 5：[Apply] をクリックし、次に [Back] をクリックします。
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図 7-25  リブート後に同じリモート サイト アクセス ポイントを選択

技術的なヒント

 アクセス ポイントはリブートし、3 分後にコントローラへの接続を回復します。

 
ステップ 6：同じリモート サイト アクセス ポイントを選択し、[H-REAP] タブがあることを
確認します。

図 7-26  HREAP モードのアクセス ポイント

ステップ 7：[H-REAP] タブを選択します。

ステップ 8：[VLAN Support] チェックボックスをオンにしてネイティブ VLAN ID 120 
を適用し、[Apply] をクリックします。

図 7-27  [VLAN Support] の選択

図 7-28  [VLAN Support] タブと [Native VLAN] タグ



87ワイヤレス モジュール

ステップ 9：アクティブになっている [VLAN Mappings] ボタンをクリックします。

図 7-29  アクティブになっている [VLAN Mapping] ボタン

ステップ 10：ゲスト WLAN はグレーになっていて、マッピングできないことに注意して
ください。ただし、所有しているリモート サイトの 2 つの有線音声 VLAN と有線データ 
VLAN に音声 WLAN とデータ WLAN を割り当てることができます。

SBAvoice SSID には VLAN ID 122、SBAdata SSID には VLAN ID 120 を適用し、
[Apply] をクリックします。

図 7-30  AP ローカル スイッチングの VLAN タギング

   手順 2 リモート サイト スイッチの設定

アクセス ポイントをリモート サイトに移動すると、トランキング インターフェイスに接続さ
れているために、トラフィックのローカル スイッチングが発生する可能性があります。

ステップ 1：リモート サイトの 1 つのスイッチに Telnet で接続します。
telnet 10.11.18.5
username: admin
Password: 

ステップ 2：enable と入力する（ユーザ名 Admin の場合に可能）と、グローバル コン
フィギュレーション モードに変更されます。

enable
Password > 
configure terminal

ステップ 3：インターフェイス コンフィギュレーション モードに変更します。
interface GigabitEthernet 0/23

ステップ 4：インターフェイスについて次のような説明を入力します。
description HREAP Access Point Connection

ステップ 5：switchport トランキング パラメータを設定します。
no auto qos voip
no ip verify source
auto qos trust dscp
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 120
switchport trunk allowed vlan 120,122
switchport mode trunk
switchport port-security maximum 255
spanning-tree portfast trunk

ステップ 6：Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）を
設定します。

ip arp inspection trust

ステップ 7：スパニング ツリー Portfast を設定し、アクセス ポイントがトランキング モー
ド動作に関係なく迅速に起動できるようにします。

spanning-tree portfast trunk

ステップ 8：複数のクライアントを信頼するように DHCP スヌーピングを設定します。
ip dhcp snooping trust
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ワイヤレス ゲスト アクセス
このセクションでは、ゲスト ワイヤレス ネットワークを導入する方法を説明します。ゲス
ト ワイヤレス ネットワークを使用すると、ゲストのユーザ名とパスワードを持つビジター
は本社とリモート サイトの両方でインターネットにアクセスできます。

コア スイッチでは、VLAN 16 はゲスト トラフィックを ASA にトランクするように事前に
定義されています。コア スイッチの VLAN インターフェイスはデフォルト ゲートウェイとし
ての IP アドレスを持っていません。これは、このサブネットは ASA であり、ネットワーク
の他の部分へのアクセスを許可しないためです。DHCP サービスとゲスト認証は、WC 
によって提供されます。WC のゲスト アカウントは、事前に決定された期間（デフォルト
では 24 時間）が経過すると期限切れになります。その後は、新規に作成されたユーザ
名とパスワードを使用した新しい認証が必要になります。

   プロセス 

   ゲスト アクセスの設定
1. ゲスト インターフェイスの作成
2. ゲスト DHCP スコープおよび認証ページの作成 

3. ゲスト WLAN の作成
4. ゲスト ユーザ アカウントの作成

   手順 1 ゲスト インターフェイスの作成

次の情報がワイヤレス ゲスト アクセスの設定に使用されます。
VLAN 16
IP address 10.10.26.49
Netmask 255.255.255.0
Gateway 10.10.26.1
Primary DHCP server 10.10.50.49
SSID guest

ステップ 1：ASA および WC インターフェイスに接続されているコア スイッチ インター
フェイスで、プライベート VLAN（つまり VLAN 16）が許可されていることを確認します。

ステップ 2：WC の [Controller] ページでインターフェイスを設定します。

ステップ 3：[CONTROLLER] > [Interfaces] を参照し、[New] をクリックします。

図 7-31  新しいコントローラ インターフェイス

 
ステップ 4：インターフェイス名「guest」と VLAN タグ「16」を作成し、[Apply] をクリッ
クします。

図 7-32  インターフェイス名および VLAN タグ

ステップ 5：IP アドレス 10.10.26.49、ネットワーク マスク 255.255.255.0、デフォル
ト ゲートウェイ 10.10.26.254、およびコントローラの DHCP サーバ アドレス 
10.10.50.49 を挿入し、[Apply] をクリックします。

図 7-33  新しいインターフェイスの詳細の設定
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完了すると、図 7-36 に示すような新しいインターフェイスの概要ページが表示されます。

図 7-34  インターフェイスの概要

   手順 2 ゲスト DHCP スコープの作成 

WC の内部 DHCP サーバに対して DHCP スコープを設定します。

ステップ 1：[Controller] > [Internal DHCP Server] を参照し、[New] をクリックし
ます。

図 7-35  内部 DHCP サーバ

ステップ 2：新しい DHCP スコープ名「Guest_Scope」を作成し、[Apply] をクリッ
クします。

図 7-36  DHCP スコープ名

ステップ 3：新しいスコープの wGuest を選択して以下のスコープ パラメータを設定し、
[Apply] をクリックします。

Pool Start Address: 10.10.26.55
Pool End Address: 10.10.26.149
Network: 10.10.26.0
Netmask: 255.255.255.0
Lease Time (seconds): 86400 (This is the default 1 Day)
Default Routers: 10.10.26.254 (leave last two at 0.0.0.0)
DNS Domain Name: cisco.com (Our external Service Provider)
DNS Servers: 171.70.168.183 (Our Service Providers DNS Server)
Status Enabled (Select from Drop down)

 
図 7-37  新しいスコープの選択

図 7-38  新しいスコープの詳細の設定

 
図 7-38 に示されているように、有効にする新しい Guest_Scope がスコープの概要に
表示され、リース期間として 1 日が示されています。
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図 7-39  DHCP スコープの概要

ステップ 4：[Security] > [Web Auth] > [Web Login Page] にアクセスし、ゲスト ユー
ザが認証のために資格情報を入力する前に参照および理解していただくページを作成し、
[Apply] をクリックします。

図 7-40  ゲスト認証ログイン ページの設定

ステップ 5：[Preview] をクリックして、作成したページを確認します。

ステップ 6：[Preview] ウィンドウを閉じて [Apply] をクリックし、新しく作成されたペー
ジをアクセプトします。

図 7-41  Web 認証ログイン ページのプレビュー

   手順 3 ゲスト WLAN の作成

技術的なヒント

 ゲスト用の一時的な SSID がインストール スクリプト実行時に最初に作成されてい
ます。ここで使用するゲスト認証用にこの SSID を変更します。

ステップ 1：ゲスト SSID を選択します。

図 7-42  ゲスト WLAN の選択

ステップ 2：インターフェイスを [management] から新しく作成された [guest] インター
フェイスに変更します。

図 7-43  SSID のインターフェイスの変更
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ステップ 3：[Security] タブで、[Layer 2 Security] を [None] に変更します。

図 7-44  レイヤ 2 セキュリティを [None] に変更

ステップ 4：[Layer 3 Security] を [None] に変更し、[Web Policy] チェックボック
スをオンにします。

[Web Policy] チェックボックスをオンにし、[Authentication] オプションが選択されて
いることを確認します。

図 7-45  Web ポリシーを使用するようにレイヤ 3 を設定

ステップ 5：[QoS] タブで、[Bronze (background)] を選択します。

図 7-46  QoS のゲスト SSID への適用

[Apply] をクリックして終了します。

   手順 4 ゲスト ユーザ アカウントの作成

ゲスト ユーザ アカウントは、WC 上の別のロビー管理者アカウントを使用して作成できま
す。これにより、ネットワーク管理チームに連絡しなくてもゲスト ユーザ アカウントを作
成できます。

ステップ 1：[MANAGEMENT] > [Local Management Users] で、[New] をクリッ
クします。

図 7-47  ローカル管理ユーザの概要
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ステップ 2：ユーザ名「Albert」を作成し、両方のパスワード フィールドにパスワード
「LobbyAdmin」を入力し、[User Access Mode] を [LobbyAdmin] に変更します。

図 7-48  新しいロビー管理者ユーザの作成

 完了すると、ローカル管理ユーザの概要に新しいユーザが表示されます。

図 7-49  ローカル管理ユーザの概要

これで、パートナー、カスタマー、および通常はそのネットワークへのアクセス権を付与
されていないその他の任意の対象について、新しく作成されたロビー管理者アカウントを
使用してユーザ名とパスワードを作成できるようになりました。

ステップ 3：ユーザ名「Albert」とパスワード「LobbyAdmin」を指定して、LobbyAdmin 
アカウントを使用してログインします。

図 7-50  ロビー管理者アカウントを使用したログイン

ステップ 4：[Lobby Ambassador Guest Management] ページで、[New] をクリッ
クします。

図 7-51  新しいゲスト アクセス ユーザの作成
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ステップ 5：新しいユーザ名とパスワードを作成するか、または [Generate Password] 
チェックボックスをオンにしてパスワードをシステムで自動的に作成します。

図 7-52  新しいゲスト アクセス ユーザの詳細

ワイヤレス クライアントを使用してゲスト WLAN への接続をテストできるようになりまし
た。セキュリティが有効でないため、IP アドレスを受け取ります。Web ブラウザを開い
た後、インターネット アクセス用のユーザ名とパスワードを入力する Web ページにリダ
イレクトされます。そのページは、ユーザが 24 時間使用できます。

デフォルトでは、導入環境内のすべての AP にゲスト WLAN があります。ゲスト WLAN 
を特定の AP に制限する場合は、「WLAN の制限」セクションで設定の詳細を参照して
ください。
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アプリケーション最適化
モジュール
 
ビジネスの概要
企業の事業が拡大して新しいリモート サイトが組み込まれるにつれ、リモート サイト ユー
ザも本社で使用可能なものと同じビジネス アプリケーションやサービスにアクセスできる
ようにするために、追加のネットワーク投資が必要になります。

WAN 接続は、通常はサービス プロバイダーによってプロビジョニングされます。サービ
ス プロバイダーは、提供された帯域幅に対して継続的に発生するコストを課金します。使
用している WAN テクノロジーには関係なく、プロビジョニングされた帯域幅が大きくな
るに伴いサービス プロバイダーの課金は大きくなります。したがって、このリソースを効
率的に使用することが、企業にとって最大の利益になります。

アプリケーションが本社でホストされている場合、WAN 接続による遅延があるため、リ
モート サイト ユーザに対して一貫したアプリケーション応答時間を維持することは課題と
なります。サービスを各リモート サイトにローカルで複製するのは非常にコストが高く、
ハードウェア、ソフトウェア、および追加の管理スタッフが必要になります。企業のサイト
全体にデータを複製すると、セキュリティ リスクが大きくなります。これは、データを格
納するサイトが多くなると、データが危険にさらされるリスクが大きくなるためです。

技術概要
シスコのアプリケーション最適化テクノロジーは、企業がリモート サイト用に追加の帯域
幅やハードウェアを購入することなくユーザの生産性を向上させる方法を提供します。パ
フォーマンスの向上により、重要な機器やプロセスは本社がある場所に一元化されたまま
にすることができ、運用コストがさらに削減され、データ セキュリティが改善されます。

シスコのアプリケーション最適化は、アプリケーション リソースを本社がある場所に一元
化できるようにすることで、データの保護にも役立ちます。適切なデータ保護手順を企業
のデータ全体にわたって一貫して適用でき、リモート サイトでの別々のバックアップやアー
カイブ機能は不要になります。この設計により、一元化されたアプリケーション アクセス
に関するパフォーマンス レベルは、リモート サイト ユーザも本社で作業しているユーザと
同様になります。

既存の帯域幅をさらに効果的に使用することにより、追加の帯域幅を必要とせずに、企
業はリモート サイトにスタッフや新しいアプリケーションを追加することが可能です。

Cisco Wide Area Application Services（WAAS）は、WAN ネットワークを経由す
るデータの高速化と最適化のために設計された包括的なシステムです。

Cisco WAAS Wide-Area Virtualization Engine（WAVE）アプライアンスおよびルー
タで統合されたネットワーク モジュール（Service-Ready Engine（SRE）上の 
WAAS、NME-WAE）は、SBA を使用した導入の場合に最適なサイズのオプションを
提供します。

WAAS は、複数のテクノロジーを使用して、本社とリモート サイトの間のトラフィック転
送を最小にします。これにより、WAN 帯域幅の使用量が削減されます。

• Cisco WAAS Transport Flow Optimization（TFO）は、TCP セッションをロー
カルで終端させることにより、WAN を経由するフローを最適化し、エンドユーザ ア
プリケーションを WAN の特性から保護します。

• 持続的な Lempel-Ziv（LZ）圧縮は、標準的なトラフィック プロファイルが必要と
する WAN 帯域幅を 10 ～ 20% 節約します。

• Cisco WAAS では、Data Redundancy Elimination（DRE）を使用して帯域幅
がさらに節約されます。DRE はネットワーク データ内の冗長パターンを識別するので、
このデータを WAN 経由で再送信する必要がなくなります。アプリケーションに応じ
て、DRE はリモート サイトと本社の間のトラフィックを 40 ～ 80% 削減できます。

• その他のアプリケーション固有の高速化機能も WAAS に組み込まれています。これ
らの機能は、Microsoft Outlook や Windows のファイルおよび印刷に関するサー
ビスなど、一般に使用されているアプリケーションのベンダーによって認められている
ものです。
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図 8-1  アプリケーション最適化：WAAS コンポーネントとトラフィック フロー

Cisco WAAS に組み込まれているテクノロジーを組み合わせることにより、負荷が十分
に削減され、音声やビデオなどの追加アプリケーションを既存の WAN 経由で導入でき
る可能性があります。この場合、キャリア帯域幅を追加するためのコストは発生しません。

この導入の場合、本社では WAVE-674 アプライアンスを使用し、リモート サイトの中央
接続ポイントとしてアプリケーション最適化サービスを提供します。別の Central 
Manager WAVE-274 アプライアンスが、WAAS ソリューションの管理、モニタリング、
およびレポーティング ポイントとして使用されます。WAE サイジングの詳細については表 
8-1 で説明します。ファンアウト値は、リモート ピア WAE デバイスの総数に対応してい
ます。

表 8-1  WAN アグリゲーション WAE のオプション

デバイス
最大同時アクティ
ブ ユーザ数 

最大推奨 WAN リン
ク [Mbps]

最大コア ファン
アウト [ピア数 ]

WAVE-574-3GB 75 8 35

WAVE-574-6GB 130 20 70

WAE-674-4GB 200 45 100

WAE-674-8GB 600 90 200

 

リモート サイト 

リモート サイトでは Enhanced Network Module（NME; 拡張ネットワーク モジュール）
またはルータ Service Ready Engine（SRE）が使用され、Cisco ISR G2 ルータに
直接統合されます。

• NME：1 つの内部インターフェイス（ルータ接続のみ）、1 つの外部インターフェイス 

• SRE：1 つの内部インターフェイス（ルータ接続のみ）、1 つの外部インターフェイス

両方の WAE フォーム ファクタは同じ WAAS ソフトウェアを実行しており、機能上は同
等です。パフォーマンス能力においてのみ異なっています。パフォーマンスのサイジングに
ついて関連のある主要なパラメータは、WAN リンクの帯域幅です。帯域幅要件が満たさ
れると、次に考慮する項目は最適化された同時 TCP 接続の最大数です。WAE サイジン
グの推奨値は表 8-2 に示されています。最適化されたスループットの数値は、WAAS に
よる最適化が正常に行われた後で使用可能になる明らかな帯域幅に対応しています。

表 8-2  WAN リモート サイト WAE オプション

デバイス
最大同時アクティブ  
ユーザ数

最大推奨 WAN リンク 
[Mbps]

SRE-700-S 20 20

SRE-700-M 50 20

SRE-900-S 20 50

SRE-900-M 50 50

NME-WAE-502 40 4
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WAE アプライアンスは、シスコが開発したプロトコルである Web Cache Communication 
Protocol（WCCP; Web キャッシュ通信プロトコル）を使用して、トラフィックの代行
受信およびネットワーク デバイスから WCCP アプライアンス（WAAS を実行している 
WAE など）へのリダイレクトを透過的に行います。WCCP は、本社およびリモート サイ
トの WAN ルータで有効です。WCCP リダイレクトは、サービス グループ 61 および 62 
を使用してリダイレクト対象のトラフィックを照合します。これらのサービス グループはペ
アで使用する必要があります。

• サービス グループ 61 は、ソース アドレスを使用してトラフィックをリダイレクトします。
• サービス グループ 62 は、宛先アドレスを使用してトラフィックをリダイレクトします。

この設計では、LAN に面したインターフェイスで WCCP 61 着信を使用して、データセン
ターをソースとし WAN リモート サイトのクライアントを宛先とする、最適化されていない
データを照合します。WCCP 62 は、WAN に面したインターフェイスの着信で使用され、
WAN リモート サイトをソースとする最適化されたデータを照合します。

WCCP は、WAAS アプライアンスまたはモジュールと発信元ルータ間でネゴシエートさ
れる GRE トンネルを使用して、最適化されたトラフィックをネットワークに戻します。
WCCP ルータから 1 つのホップ以上離れているところに WAE アプライアンスを配置でき
るため、この方式をお勧めします。この方式に関連してはいくつかの利点があります。詳
細については以下のセクションで説明します。

以下に示されているように、WAE デバイスはすべてのフラットなレイヤ 2 設計において、
アクセス スイッチのデータ VLAN に接続する必要があります。

図 8-2  WAN リモート サイト、WAAS トポロジ（アクセス レイヤ接続）

次の処理で、基本的な WAAS 環境の設定および導入について説明します。

設定の詳細

   プロセス

   WAAS/WAE の設定 

1. WAAS Central Manager の設定 

2. WAN アグリゲーション WAE アプライアンスに接続するためのサーバ ルーム スイッ
チの設定

3. WAE アプライアンス デバイスの設定 

4. WAE SRE および NME デバイスの設定 

5. WAE デバイスを接続するためのリモート サイト アクセス スイッチの設定 

6. WAN アグリゲーションおよび WAN リモート サイト ルータに対する WCCP バー
ジョン 2 の設定

次の手順では、基本的な WAAS 環境を設定するために必要な作業の概要を説明します。

   手順 1   WAAS Central Manager の設定 

Cisco WAVE-274 デバイスは、プライマリ ロケーションで Central Manager 機能に
使用され、WAAS ネットワークに関するグラフィカルな管理、設定、およびレポーティン
グを提供します。このデバイスは、WAN 最適化の転送パス内に直接存在するわけではな
いためサーバ ファーム内にはありませんが、管理およびモニタリングのサービスを提供し
ます。Central Manager の初期設定には、基本的な設定オプションと IP アドレスを割
り当てるために、コンソール ポートへの端末アクセスが必要です。すべての WAE デバイ
スについて、工場出荷時のデフォルトのユーザ名は「admin」、工場出荷時のデフォルト
のパスワードは「default」です。

セットアップ コマンドを入力することにより、コマンド ラインから初期セットアップ ユーティ
リティを開始できます。



97アプリケーション最適化モジュール

ステップ 1：セットアップを実行します。
Parameter    Default Value 
1. Device Mode   Application Accelerator 
2. Interception Method  WCCP 
3. Time Zone   UTC 0 0 
4. Management Interface  GigabitEthernet 1/0 
5. Autosense   Enabled 
6. DHCP    Enabled 
ESC Quit ? Help ———————— WAAS Default Configuration ————————— 
Press ‘y’ to select above defaults, ‘n’ to configure all, <1-
6> to change specific default [y]: n 

ステップ 2：セントラル マネージャとして設定します。
1. Application Accelerator 
2. Central Manager 
Select device mode [1]: 2 

ステップ 3：タイム ゾーンを設定します。
Enter Time Zone <Time Zone Hours(-23 to 23) Minutes(0-59)> 
[UTC 0 0]: PST -8 0 

ステップ 4：管理インターフェイス、IP アドレス、およびデフォルト ゲートウェイを設定
します。

No.   Interface Name  IP Address  Network Mask 
1. GigabitEthernet 1/0    dhcp 
2. GigabitEthernet 2/0    dhcp 
Select Management Interface [1]: 1 
Enable Autosense for Management Interface? (y/n)[y]: y 
Enable DHCP for Management Interface? (y/n)[y]: n 
Enter Management Interface IP Address 
<a.b.c.d or a.b.c.d/X(optional mask bits)> [Not configured]: 
10.10.50.100/24 
Enter Default Gateway IP Address [Not configured]: 10.10.50.1 

ステップ 5：DNS、ホスト、および NTP を設定します。
Enter Domain Name Server IP Address [Not configured]: 
10.10.48.10 
Enter Domain Name(s) (Not configured): cisco.local 
Enter Host Name (None): WAAS-CM 
Enter NTP Server IP Address [None]: 10.10.48.17 

ステップ 6：適切なライセンスを選択します。
The product supports the following licenses: 
1. Enterprise 
Enter the license(s) you purchased [1]: 1

ステップ 7：構成設定を確認し、リロードを開始します。
Parameter    Configured Value 
1. Device Mode   Central Manager 
2. Time Zone   PST -8 0 
3. Management Interface  GigabitEthernet 1/0 
4.  Autosense   Enabled 
5.  DHCP    Disabled 
6.  IP Address   10.10.50.100 
7.  IP Network Mask  255.255.255.0 
8. IP Default Gateway  10.10.50.1 
9. DNS IP Address   10.10.48.10 
10. Domain Name(s)  cisco.local 
11. Host Name   WAAS-CM 
12. NTP Server Address  10.10.48.17 
13. License   Enterprise 
ESC Quit ? Help ! CLI ──── WAAS Final Configuration ───────── 
Press ‘y’ to select configuration, ‘d’ to toggle defaults 
display, <1-13> to change specific parameter [y]: y 
Apply WAAS Configuration: Device Mode changed in SETUP; New 
configuration takes effect after a reload. If applicable, 
registration with CM, CM IP address, WAAS WCCP configuration 
etc, are applied after the reboot. Initiate system reload? 
<y/n> [n] y 
Are you sure? <y/n> [n]: y 

ステップ 8：リブート後、WAAS Central Manager にログインし、SSH を有効にします。
SSH を有効にするには、RSA キーを生成し、sshd サービスを有効にする必要があります。

ssh-key-generate key-length 2048 
sshd version 2 
sshd enable 

ステップ 9：コンソールを使用して変更を行った後で設定を保存し、リブートします。
copy running-config startup-config 
reload 

ステップ 10：Web インターフェイスを使用して WAAS Central Manager にアクセス
します。リロードが完了すると、セットアップ ユーティリティのステップ 4 で割り当てられ
た IP アドレスで（または、DNS で設定されている場合は関連付けられているホスト名で）
Web ブラウザから Central Manager デバイスにアクセスできます。Central Manager 
にアクセスするには、セキュア HTTP とポート番号 8443 を指定します（たとえば、
https://10.10.50.100:8443）。
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ステップ 11：ユーザ名 admin とパスワード default を使用してログインします。左側の
パネルから [My WAN] > [Manage Devices] を選択すると、Central Manager を示
す画面が表示されます（最初は管理対象デバイスのみ）。

図 8-3  WAAS Central Manager 

   手順 2  WAE アプライアンスに接続するためのサーバ ルーム スイッチの設定 

この設計では、WAAS アプライアンスをサーバ ルームに導入します。したがって、WAAS 
アプライアンスはサーバ ルーム スイッチに接続されます。WAAS デバイス（Central 
Manager 以外）は、復元力がある接続を必要としますが、ルーティング プロトコルは必要
としません。このタイプの接続はレイヤ 2 EtherChannel リンクを使用できます。

技術的なヒント

 WAAS Central Manager は復元力のある EtherChannel 接続を必要としま
せん。これは、WAAS CM への接続が失われてもネットワーク機能に影響せず、
WAAS CM は EtherChannel 接続が提供するさらに大きい帯域幅を必要としない
ためです。

このガイドでは、サーバ ルーム スイッチがすでに設定されていると想定しています。WAE 
アプライアンスからスイッチへの接続を完了するために必要な手順のみが含まれています。

このデバイスや類似した接続要件を持つその他のデバイスに対して、VLAN および SVI 
を作成する必要があります。この VLAN は WAN サービス ネットワークと呼ばれます。

ステップ 1：VLAN および SVI を作成します。
vlan 150 
 name DC-Management
interface Vlan 150 
 ip address 10.10.50.1 255.255.255.0 

ステップ 2：デバイスのレイヤ 2 EtherChannel リンクを設定し、VLAN に関連付けます。
interface Port-channel 44 
description WAAS-HE
switchport access vlan 150
!
interface GigabitEthernet1/0/2 
description WAAS-HE Gi1/0
switchport access vlan 150 
channel-group 44 mode on 
no shutdown 

   手順 3   WAE アプライアンス デバイスの設定 

WAE-674 アプライアンスはサーバ ルームに導入され、WAN を経由するリモート サイト
との間の WAAS トラフィックにヘッドエンド終端を提供します。これらのデバイスは、
WAN ディストリビューション レイヤ スイッチに直接接続され、GRE ネゴシエーテッド リ
ターンを活用して WCCP ルータと通信します。

WAE アプライアンス デバイスのセットアップには、WAAS Central Manager の初期設
定で使用されるものと同じセットアップ ユーティリティを使用します。これらのデバイスが
必要とするのは、コンソール ポートを使用して基本的なセットアップを行い、初期設定値を
割り当てることのみです。WAE アプリケーションの初期セットアップでは、基本的な設定
オプションと IP アドレスの割り当てが定義されます。すべての WAE デバイスについて、
工場出荷時のデフォルトのユーザ名は admin、工場出荷時のデフォルトのパスワードは 
default です。

初期セットアップが完了すると、WAAS ネットワークのすべての管理を WAAS Central 
Manager システムのグラフィカル インターフェイスを使用して実行できます。

アプリケーション アクセラレータ WAE のセットアップ ユーティリティ設定手順は Central 
Manager のセットアップに類似していますが、ステップ 2 でデバイス モードとしてアプリ
ケーション アクセラレータを選択した後は手順が異なってきます。そのモードを選択する
と、セットアップ スクリプトにより、WAE を既存の Central Manager に登録し、トラフィッ
ク代行受信方式を WCCP として定義できるようになります。
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ステップ 1：セットアップを実行します。セットアップ コマンドを入力することにより、コマン
ド ラインから初期セットアップ ユーティリティを開始できます。

Parameter    Default Value 
1. Device Mode   Application Accelerator 
2. Interception Method  WCCP 
3. Time Zone   UTC 0 0 
4. Management Interface  GigabitEthernet 1/0 
5.  Autosense   Enabled 
6.  DHCP    Enabled 
ESC Quit ? Help ──────── WAAS Default Configuration ───────── 
Press ‘y’ to select above defaults, ‘n’ to configure all, <1-
6> to change specific default [y]: n 

ステップ 2：アプリケーション アクセラレータとして設定します。
1. Application Accelerator 
2. Central Manager 
Select device mode [1]: 1 

ステップ 3：代行受信方式を設定します。
1. WCCP 
2. Other 
Select Interception Method [1]: 1 

ステップ 4：タイム ゾーンを設定します。
Enter Time Zone <Time Zone Hours(-23 to 23) Minutes(0-59)> 
[UTC 0 0]: PST -8 0 

ステップ 5：管理インターフェイス、IP アドレス、およびデフォルト ゲートウェイを設定
します。

No.   Interface Name  IP Address  Network Mask 
1. GigabitEthernet 1/0   dhcp 
2. GigabitEthernet 2/0   dhcp 
Select Management Interface [1]: 1 
Enable Autosense for Management Interface? (y/n)[y]: y 
Enable DHCP for Management Interface? (y/n)[y]: n 
Enter Management Interface IP Address 
<a.b.c.d or a.b.c.d/X(optional mask bits)> [Not configured]: 
10.10.50.10/24
Enter Default Gateway IP Address [Not configured]: 10.10.50.1 
Enter Central Manager IP Address (WARNING: An invalid entry 
will cause SETUP to take a long time when applying WAAS 
configuration) [None]: 10.10.50.100 

ステップ 6：DNS、ホスト、および NTP を設定します。
Enter Domain Name Server IP Address [Not configured]: 
10.10.50.100 
Enter Domain Name(s) (Not configured): cisco.local 
Enter Host Name (None): WAAS-HE 
Enter NTP Server IP Address [None]: 10.10.48.17 

ステップ 7：WCCP ルータ リストを設定します（ここでの値は任意でかまわず、この設
定は後のステップで変更されます）。

Enter WCCP Router (max 4) IP Address list (ip1 ip2 ...) []: 
10.10.32.126 

ステップ 8：適切なライセンスを選択します。
The product supports the following licenses: 
1. Transport 
2. Enterprise 
3. Enterprise & Video 
4. Enterprise & Virtual-Blade 
5. Enterprise, Video & Virtual-Blade 
Enter the license(s) you purchased [2]: 2

ステップ 9：構成設定を確認します。
Parameter    Configured Value 
2. Interception Method  WCCP 
3. Time Zone   PST -8 0 
4. Management Interface  GigabitEthernet 1/0 
5.  Autosense   Enabled 
6.  DHCP    Disabled 
7.  IP Address   10.10.50.10 
8.  IP Network Mask  255.255.255.0 
9. IP Default Gateway  10.10.50.1 
10. CM IP Address   10.10.50.100 
11. DNS IP Address  10.10.48.10 
12. Domain Name(s)  cisco.local 
13. Host Name   bn-wae7341-1 
14. NTP Server Address  10.10.48.17 
15. WCCP Router List  10.10.50.1 
16. License   Enterprise 
ESC Quit ? Help ! CLI ───── WAAS Final Configuration ─────── 
Press ‘y’ to select configuration, <F2> to see all 
configuration, ‘d’ to toggle defaults display, <1-16> to 
change specific parameter [y]: y 
Applying WAAS configuration on WAE ... 
May take a few seconds to complete ... 
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失敗を示すメッセージがセットアップ ダイアログに表示されます。これは、WAE セットアッ
プ スクリプトがポート チャネルを有効にしないためです。インターフェイス設定を変更す
るために中間ステップを実行する必要があります。その後、WAAS Central Manager 
への登録はステップ 11 で手動で完了します。

ステップ 10：ディストリビューション スイッチ スタックに接続するように WAE のポート 
チャネル接続を設定します。

interface GigabitEthernet 1/0 
  no ip address 
exit 
! 
primary-interface PortChannel 1 
! 
interface PortChannel 1 
ip address 10.10.50.10 255.255.255.0 
exit 
!
interface GigabitEthernet 1/0 
description sr-3750 G1/0/44
channel-group 1 
exit 
interface GigabitEthernet 2/0 
description sr-3750 G2/0/44
channel-group 1 
exit 

ステップ 11：WAAS Central Manager への登録を完了します。ポート チャネルが設
定されると、WAE は WAAS Central Manager に到達できます。cms enable コマン
ドを実行して、手動での登録を適用します。

cms enable 
Registering WAAS Application Engine... 
Sending device registration request to Central Manager with 
address 10.10.50.100 
Please wait, initializing CMS tables 
Successfully initialized CMS tables 
Registration complete. 
Please preserve running configuration using ‘copy running-
config startup-config’. 
Otherwise management service will not be started on reload and 
node will be shown ‘offline’ in WAAS Central Manager UI. 
management services enabled 

WAAS 設定を完了するためには、WAE デバイスに関するいくつかの追加設定をデフォル
ト設定から変更する必要があります。これらの設定値は、ステップ 13 ～ 15 で設定され
ます。

ステップ 12：GRE ネゴシエーテッド リターンを設定します。すべての WAE デバイスは、
それぞれの WCCP ルータで GRE ネゴシエーテッド リターンを使用します。

egress-method negotiated-return intercept-method wccp 

ステップ 13：WCCP ルータ リストを設定します。指定されている情報に基づいたルー
タ リストがセットアップ スクリプトにより生成されています。デバイス設定を表示するには、
次のコマンドを入力します。

bn-wae-7341-1# show running-config | include wccp router-list 
wccp router-list 8 10.10.50.10

ルータ リスト 8 は、デフォルト ゲートウェイ ルータで設定されている WCCP 専用です。
この設計では、WAN ルータのコア アップリンク イーサネット アドレスに対して GRE ネゴ
シエーテッド リターンを使用するので、新しいルータ リストを作成し、ルータ リスト 8 を
削除する必要があります。

この設計のすべての WAE 設定ではルータ リスト 1 を使用します。
no wccp router-list 8 10.10.50.10 
wccp router-list 1 10.10.32.126 

この設計では、ルータと WAE の間の認証を使用します。この変更は、ルータではなく 
WAE に対して行われます。

wccp tcp-promiscuous router-list-num 1 password c1sco123 mask-
assign 

ステップ 14：SSH を有効にします。このためには、RSA キーを生成し、sshd サービスを
有効にする必要があります。

ssh-key-generate key-length 2048 
sshd version 2 
sshd enable 

ステップ 15：コンソールを使用して変更を行った後で設定を保存し、WAE をリロードし
ます。

copy running-config startup-config 
reload 
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   手順 4 WAE SRE および NME デバイスの設定 

この設計におけるリモート サイト WAAS 機器は、パフォーマンス要件に応じて SRE 
フォーム ファクタまたは NME-WAE フォーム ファクタのいずれかです。

SRE モジュールおよび NME-WAE モジュールは、リモート サイト ルータの対応するモ
ジュール スロットに直接挿入可能で、設定はアプライアンスの場合とは少し異なります。

リモート サイト ルータはルータ バックプレーンを使用して SRE または NME-WAE と直
接通信できますが、この設計ではモジュールの外部インターフェイスを活用します。これ
により、選択された WAE デバイスには関係なく一貫性のある設計実装が可能になります。
ホスト ルータからコンソール セッションを使用してアクセスするには、Integrated-
Service-Engine インターフェイスを有効にし、任意の（ローカルで有意なもののみ）
IP アドレスを割り当てる必要があります。

ステップ 1：コンソール アクセス、および SRE または NME の IP アドレスをホスト ルー
タで設定します。SRE または NME モジュールへのコンソール アクセスを許可するには、
ホスト ルータに対して次のコマンドを入力する必要があります（この例では、SRE サービ
ス モジュールを示しています）。

interface SM1/0 
ip address 10.11.0.9 255.255.255.252 
service-module external ip address 10.11.4.8 255.255.255.0
service-module ip default-gateway 10.11.4.1 
no shutdown 

ステップ 2：ホスト ルータからセッションを使用して WAE コンソールに接続します。IP 
アドレスが割り当てられ、インターフェイスが有効になると、WAE に対してセッションを
開いてセットアップ スクリプトを実行できます。すべての WAE デバイスについて、工場出
荷時のデフォルトのユーザ名は admin、工場出荷時のデフォルトのパスワードは default 
です。

bn-br203-2921-1# service-module sm 1/0 session 

ステップ 3：セットアップを実行します。セットアップ コマンドを入力することにより、コマン
ド ラインから初期セットアップ ユーティリティを開始できます。

Parameter    Default Value 
Device Mode   Application Accelerator 
1. Interception Method  WCCP 
2. Time Zone   UTC 0 0 
3. Management Interface  GigabitEthernet 1/0   (internal) 
Autosense    Disabled 
DHCP    Disabled
ESC Quit ? Help ───────── WAAS Default Configuration ───────── 
Press ‘y’ to select above defaults, ‘n’ to configure all, <1-
3> to changespecific default [y]: n 

ステップ 4：代行受信方式を設定します。
1. WCCP 
2. Other 
Select Interception Method [1]: 1 

ステップ 5：タイム ゾーンを設定します。
Enter Time Zone <Time Zone Hours(-23 to 23) Minutes(0-59)> 
[UTC 0 0]: PST -8 0 

ステップ 6：管理インターフェイス、IP アドレス、およびデフォルト ゲートウェイを設定
します。この設計では、管理インターフェイスとして外部インターフェイスを使用します。

No.   Interface Name  IP Address  Network Mask 
1. GigabitEthernet 1/0 unassigned unassigned (internal) 
2. GigabitEthernet 2/0 dhcp (external) 
Select Management Interface [1]: 2 
Enable Autosense for Management Interface? (y/n)[y]: y 
Enable DHCP for Management Interface? (y/n)[y]: n 

技術的なヒント

 次の警告が表示される可能性があります。この警告は無視できます。IP アドレス設
定は以前に指定されています。
*** You have chosen to disable DHCP! Any network 
configuration learnt from DHCPserver will be unlearnt! SETUP 
will indicate failure as the management interface cannot 
be brought up - Please make sure WAE Management Interface 
IPaddress and Default Gateway are configured from the Router; 
Press ENTER to continue: 
Enter Central Manager IP Address (WARNING: An invalid entry 
will cause SETUP to take a long time when applying WAAS 
configuration) [None]: 10.10.50.100 

ステップ 7：DNS、ホスト、および NTP を設定します。
Enter Domain Name Server IP Address [Not configured]: 
10.10.48.10 
Enter Domain Name(s) (Not configured): cisco.local 
Enter Host Name (None): p3-br1-wae-sre 
Enter NTP Server IP Address [None]: 10.10.48.17 
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ステップ 8：WCCP ルータ リストを設定します。
Enter WCCP Router (max 4) IP Address list (ip1 ip2 ...) []: 
10.11.4.1 

ステップ 9：適切なライセンスを選択します。
The product supports the following licenses: 
1. Transport 
2. Enterprise 
3. Enterprise & Video 
Enter the license(s) you purchased [2]: 2 

ステップ 10：構成設定を確認します。
Parameter    Configured Value 
1. Interception Method  WCCP 
2. Time Zone   PST -8 0 
3. Management Interface  GigabitEthernet 2/0 (external) 
4.  Autosense   Enabled 
5.  DHCP    Disabled 
  IP Address   10.11.4.8 
  IP Network Mask  255.255.255.0 
  IP Default Gateway  10.11.4.1 
6. CM IP Address   10.10.50.100 
7. DNS IP Address   10.10.48.10 
8. Domain Name(s)   cisco.local 
9. Host Name   p3-br1-wae-sre 
10. NTP Server Address  10.10.48.17 
11. WCCP Router List 10.11.4.1 
12. License   Enterprise 
ESC Quit ? Help ! CLI ────── WAAS Final Configuration ─────── 
Press ‘y’ to select configuration, <F2> to see all 
configuration, ‘d’ to toggle defaults display, <1-12> to 
change specific parameter [y]: y 
Router WCCP configuration 
First WCCP router IP in the WCCP router list seems to be an 
external address; WCCP configuration on external routers is 
not allowed through SETUP. Please press ENTER to apply WAAS 
configuration on WAE ... 
Applying WAAS configuration on WAE ... 
May take a few seconds to complete ... 
WAAS configuration applied successfully!! 
Saved configuration to memory. 
Press ENTER to continue ...

技術的なヒント

 推奨されるルータ WCCP コンフィギュレーション テンプレートに関するプロンプト
が表示されます。GRE リターンを使用するため、このルータ コンフィギュレーション
は正しくありません。正しい手順については、後の手順で詳細に説明します。したがっ
て、この情報を覚えておく必要はありません。

 この設定が完了したら、エスケープ シーケンス（CTRL キーと Shift キーを押した
状態で 6 と x を押す）を入力してセッションをコマンド ラインに戻します。

ステップ 11：GRE ネゴシエーテッド リターンを設定します。すべての WAE デバイスは、
それぞれの WCCP ルータで GRE ネゴシエーテッド リターンを使用します。

egress-method negotiated-return intercept-method wccp 

ステップ 12：WCCP ルータ リストを設定します。指定されている情報に基づいたルー
タ リストがセットアップ スクリプトにより生成されています。デバイス設定を表示するには、
次のコマンドを入力します。

bn-br203-wae-sre-1# show running-config | include wccp router-
list 
wccp router-list 8 10.11.4.1 

ルータ リスト 8 は、デフォルト ゲートウェイ ルータで設定されている WCCP 専用です。
この設計では GRE ネゴシエーテッド リターンとルータ ループバック アドレス（本書の 
WAN セクションで定義）を使用するため、新しいルータ リストを作成し、ルータ リスト 
8 を削除する必要があります。

この設計のすべての WAE 設定ではルータ リスト 1 を使用します。
no wccp router-list 8 10.11.4.1 
wccp router-list 1 10.11.0.1 

この設計では、ルータと WAE の間の認証を使用します。
wccp tcp-promiscuous router-list-num 1 password c1sco123 

ステップ 13：SSH を有効にします。SSH を有効にするには、RSA キーを生成し、
sshd サービスを有効にする必要があります。

ssh-key-generate key-length 2048 
sshd version 2 
sshd enable 
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ステップ 14：設定を保存します。
copy running-config startup-config 

各 WAE は、ネットワーク上でアクティブになると WAAS Central Manager に登録さ
れます。それぞれの WAE に対して show cms info コマンドを使用するか、または 
WCM に対する Web インターフェイスを介して、この登録を確認できます。

図 8-4  CM での WAAS 登録の確認

   手順 5 WAE デバイスを接続するためのリモート サイト アクセス スイッチの設定 

リモート サイトの WAE デバイスは、ルータと WAE モジュールの間で内部インターフェイ
スを使用する代わりに、アクセス スイッチに接続されます。これにより構成が簡素化され、
リモート サイトでのアドレス割り当ての複雑さが軽減されます。

このガイドでは、リモート サイト アクセス スイッチがすでに設定されていると想定してい
ます。スイッチから WAE アプライアンスへの接続を完了するために必要な手順のみが含
まれています。

この設計では、WAE デバイスはデータ（プライマリ）VLAN に配置されます。VLAN が
存在しない場合は、VLAN を作成する必要があります。

ステップ 1：データ VLAN を作成します（必要な場合）。
vlan 104 
 name data-vlan 

ステップ 2：VLAN を使用するリモート サイト アクセス スイッチにスイッチポートを割り
当て、ポート セキュリティと QoS 設定を適用します。

interface GigabitEthernet1/0/2 
switchport access vlan 104
switchport mode access
ip arp inspection trust
srr-queue bandwidth share 1 30 35 5
queue-set 2
priority-queue out
mls qos trust dscp
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown 
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   手順 6 WAN アグリゲーションおよび WAN リモート サイト ルータに対する WCCP バージョン 2 の設定 

この設計では WCCP を使用して、最適化のために WAN 宛てのネットワーク トラフィッ
クを WAAS システムに転送します。この方式では、追加のケーブル配線を最小限にする
クリーンな導入が提供され、WAN アグリゲーション ルータとリモート サイト ルータの両
方を WCCP に対して設定する必要があります。

ステップ 1：グローバル WCCP パラメータを設定し、サービス 61 および 62 を有効に
します。サービス 61 および 62 で、WAAS に対する WCCP リダイレクトを有効にする
必要があります。これらのサービスは、WCCP バージョン 2 を使用している必要があり
ます。ベスト プラクティスとして、特定の重要なトラフィック タイプを、リダイレクト リストを
使用して WCCP リダイレクトから除外します。

許可されていない WAE デバイスが WAAS クラスタに参加しないようにするには、グルー
プ リストとパスワードを設定する必要があります。

ip wccp version 2 
ip wccp 61 redirect-list WAAS-REDIRECT-LIST group-list BN-WAE 
password ***password*** 
ip wccp 62 redirect-list WAAS-REDIRECT-LIST group-list BN-WAE 
password ***password*** 

ip access-list standard BN-WAE 
permit 10.11.12.8
!
ip access-list extended WAAS-REDIRECT-LIST 
remark WAAS WCCP Mgmt Redirect List 
deny  tcp any any eq 22 
deny  tcp any eq 22 any 
deny  tcp any any eq 123 
deny  tcp any eq 123 any 
permit tcp any any 

ステップ 2：LAN インターフェイスで WCCP リダイレクトを設定します。WAN との間の
トラフィックを代行受信する特定のインターフェイスを識別する必要があります。すべての 
LAN インターフェイスで、LAN からのトラフィックはサービス 61 着信を使用して代行受
信されます。音声インターフェイスおよび音声 VLAN では WCCP 代行受信を設定する
必要はありません。

ステップ 2a：EtherChannel ポート グループで LAN インターフェイスが（本社ルータ
と同様に）設定されいている場合は、ポート チャネル インターフェイスに対して WCCP 
リダイレクトを定義します。

interface interface Port-channel1 
 ip wccp 61 redirect in 

ステップ 2b：LAN インターフェイスが VLAN トランクである場合は、データ VLAN サ
ブインターフェイスに対して WCCP リダイレクトを定義します。

interface GigabitEthernet0/2.104
 description Wired Data
 ip wccp 61 redirect in
 ip pim sparse-dense-mode

ステップ 3：WAN からのトラフィックは、すべての WAN インターフェイスでサービス 
62 着信を使用して代行受信されます。これには、DMVPN トンネル インターフェイス（基
礎となる物理インターフェイス以外）も含まれます。

interface GigabitEthernet0/0 
 ip wccp 62 redirect in  

アプリケーション最適化の概要 

Cisco WAAS は、WAN を経由するアプリケーションを高速化するために複数のトラ
フィック最適化テクノロジーを提供します。導入ガイドのこのセクションでは、SBA を使
用して構築されるネットワークに対して WAAS 機能を追加するために必要な基本設定を
説明しました。WAAS には、多くのアプリケーションを対象とした、このガイドでは説明
されていない特定のテンプレートやカスタマイズ可能な設定もあります。詳しくは、シスコ
の代理店または認定チャネル パートナーに問い合わせるか、http://www.cisco.com を
参照してください。

http://www.cisco.com


105アプリケーション最適化モジュール

WAAS 設定のチェックリスト 

表 9-1 に、WAAS ネットワークのセットアップおよび設定に必要なさまざまなパラメータ
およびデータを示します。ご参考までに、表にお客様の値を入力しておくと、WAAS ネッ
トワークを設定するときに参照できます。実際に入力する値は、この例の値とは異なります。
これらの値は例示のみを目的とするものです。

表 8-3  WAAS ネットワーク システム パラメータのチェックリスト 

パラメータ
WAAS Central 
Manager の値 本社 WAE の値

ブランチ オフィス 
WAE の値 

（各ブランチに  
1 つの列が必要）

インターフェイス 
速度

デフォルト デフォルト デフォルト

IP アドレス 10.10.50.100 10.10.50.10 10.11.4.8

サブネット マスク 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

デフォルト ゲート
ウェイ

10.10.50.1 10.1.50.1 10.11.4.1

DNS サーバ 1 10.10.48.10 10.10.48.10 10.10.48.10

DNS サーバ 2 [任意 ] [任意 ] [任意 ]

DNS ドメイン cisco.local cisco.local cisco.local

WAAS デバイス 
（ホスト名）

waas-cm waas-he p3-br1-wae-sre

WCCP を使用した
トラフィックを代行
受信するルータの 
IP アドレス

10.10.32.126 10.11.0.1

NTP サーバ 10.10.48.17 10.10.48.17 10.10.48.17

タイム ゾーン PST PST PST
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ビジネスの概要
企業の成功においてネットワークが果たす役割はますます重要になっています。E コマー
ス、電子メール、Web アプリケーションなどの主要なサービスは、24 時間中断すること
なく使用可能でなければなりません。しかし、これらのアプリケーションのアベイラビリティ
は、ネットワークの過負荷、あるいはサーバやアプリケーションの障害などの脅威にさら
されることが多くなっています。さらに、リソース使用量のバランスが崩れることも多く、
その結果、一部のシステムでは要求の過負荷が発生しているにもかかわらず、その他のシ
ステムはアイドル状態のままとなります。アプリケーションのパフォーマンスとアベイラビリ
ティは、従業員の生産性と企業の収益に直接影響します。

中規模企業では、アプリケーションが単一サーバで実行されることがよくあります。サー
ビスの使用量の増加や、企業におけるサービスの重要度が高くなるにつれ、アプリケー
ションを複数のサーバで実行する必要が生じる可能性があります。ほとんどのアプリケー
ションでは複数システム間の分散処理がネイティブで十分に行われていないため、これに
より問題が発生します。1 つの可能性は、ネットワーク最適化に対応するためにアプリケー
ションを書き直すことです。ただしこのためには、帯域幅制限、遅延、ジッタ、およびそ
の他のネットワーク変動などの事態に、さまざまなアプリケーションがどのように応答する
かをアプリケーション デベロッパが深く理解する必要があります。さらに、デベロッパは
各エンド ユーザの予測可能なアクセス方式を正確に予測する必要があります。これをすべ
てのビジネス アプリケーションに適用することは不可能です。特に、長年にわたって記述
とカスタマイズが行われてきたアプリケーションの場合には困難です。

技術概要
アプリケーション パフォーマンスを改善するという考えは、データセンターで始まりまし
た。インターネット ブームにより、サーバ ロード バランサ（SLB）の時代が到来しました。
SLB の主な役割は、サーバ間でアプリケーション負荷のバランスをとってクライアント要
求への応答を改善することです。ただし、SLB は進化しており、アプリケーション プロキ
シやレイヤ 4 からレイヤ 7 までのアプリケーション スイッチングなどの追加機能を持つよ
うになっています。

Cisco ACE は次世代のアプリケーション配布コントローラであり、サーバ ロード バラン
シング、SSL オフロード、およびアプリケーション高速化機能を提供します。Cisco 
ACE は、以下の 4 つの主要な利点を提供します。

• スケーラビリティ：このエンジンは、複数のサーバ間でクライアント要求を分散するこ
とにより（サーバ ファームと呼ばれる）、Web サーバなどのサーバ ベース プログラム
のパフォーマンスを拡大します。トラフィックが増大するにつれ、ファームにサーバを
追加できます。

• ハイ アベイラビリティ：このエンジンは、サーバの障害を自動的に検出して数秒以内
にクライアント トラフィックを残りのサーバに再分配することにより、ハイ アベイラビ
リティを提供します。これにより、ユーザに継続的にサービスが提供されます。

• アプリケーション高速化：このエンジンは、内部ユーザまたは外部ユーザに対して 
HTTP ベース アプリケーションの遅延とデータ転送を最小化することにより、アプリ
ケーション パフォーマンスを改善し、応答時間を短縮します。

• サーバ オフロード：このエンジンでは TCP および SSL の処理のオフロードが可能
で、サーバ数を増やさなくてもより多くのユーザにサービスを提供できます。

Cisco ACE ハードウェアは、ハイ アベイラビリティのために常にペア（1 つはプライマリ、
1 つはセカンダリ）で導入されます。プライマリ エンジンで障害が発生すると、セカンダ
リ エンジンに制御が移ります。セッション状態の冗長性がどのように設定されているかに
応じて、クライアント /サーバ接続を中断することなくこのフェールオーバーが発生します。

Cisco ACE は、アクティブな技法とパッシブな技法の両方を使用して、サーバの健全性を
監視します。サーバを定期的に探査することにより、このエンジンはサーバの障害を迅速
に検出し、使用可能なサーバに接続を迅速に再ルーティングできます。Web サーバ、
SSL サーバ、アプリケーション サーバ、データベース、FTP サーバ、ストリーミング メディ
ア サーバ、その他のホストなどを検査する機能など、さまざまな健全性チェック機能がサ
ポートされています。

Cisco ACE は、さらに高度なサービスにも使用できます。これらのサービスは基本設定
の対象ではありませんが、ここで言及しておきます。Cisco ACE は、以下のサービスに
も使用できます。

• 単一の Web アプリケーションの複数コンポーネントを複数のアプリケーション サー
バ クラスタ間で分割できます。たとえば、2 つの URL www.mycompany.com/
quotes/getquote.jsp と www.mycompany.com/trades/order.jsp を 2 つの異
なるサーバ上に置き、アプリケーションを非常に効率的に拡大できるようにする場合
です。

• 同じサーバ上の同じページに対する要求を維持することにより、キャッシュの一貫性を
最大化します。
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• イメージ ファイルなどのキャッシュ可能なコンテンツに対する要求を、サービス提供の
コスト効率がサーバより高いキャッシュにプッシュするために使用できます。

• サーバより効率的で、必要とする SSL 証明書が少ない特殊ハードウェアを使用して 
SSL 処理をオフロードできます。

• ハードウェア圧縮を使用し、前回の要求以降に変更されたページ部分のみを送信する
ことにより、Web アプリケーション サーバからブラウザに送信されるデータ量を削減
します。

• 不要なブラウザ キャッシュ検証要求を排除することにより、遅延時間およびアプリケー
ション アクセスにおいて必要なラウンド トリップ数を削減して、エンドユーザのアプリ
ケーション エクスペリエンスをさらに改善します。このエンジンは、サーバで組み込み
オブジェクトの自動的なバージョン管理も提供しており、ユーザの応答時間が大幅に
改善されます。

Cisco ACE をサーバ ルームに統合するには、いくつかの方法があります。論理的には、
エンジンは Web アプリケーション クラスタの前面に導入されます。クラスタに対する要
求は、エンジンで設定されている仮想 IP アドレス（VIP）に転送されます。エンジンは、
接続と HTTP 要求を受け取り、設定されているポリシーに基づいて適切なアプリケー
ション サーバにルーティングします。

物理的には、ネットワーク トポロジの形式はさまざまです。「ワンアーム」モードは最も
簡単な導入方式であり、SBA 設計で使用されている方式です（図 9-1）。Cisco ACE は、
ロード バランシングの対象サーバと同じ VLAN 内のインターフェイスを使用してサーバ 
ルーム スイッチに接続します。直接データ パス内に存在するわけではなく、ロード バラン
シングの VIP 宛てのトラフィックを受信するだけです。サーバ ルーム内の実際の IP アド
レスへのアクセスは影響を受けません。

読者へのヒント

 さらに高度な導入オプションに関心がある場合は、『Cisco SBA Advanced Server 
Load Balancing Guide』（ht tp ://www.cis c o.c om/en/US/s olut ions/
collateral/ns340/ns414/ns742/ns982/sba_dcSvrLoadBal.pdf）を参照してく
ださい。

図 9-1 

導入の詳細
この導入例では、最初に、ネットワーク上で認識されるために必要なパラメータを指定し
て Cisco ACE アプライアンスを設定します。次に、トラフィックを振り分けるためのポリ
シーを定義します。設定の最初の部分は通常、アプライアンスのブート時に CLI で実行
されますが、両方の部分を Cisco ACE GUI を使用して設定することもできます。

このガイドでは記載スペースを節約するために、ネットワークおよびアプリケーション ポリ
シー設定の両方に対して CLI コマンドを使用することを選択し、説明しています。

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns414/ns742/ns982/sba_dcSvrLoadBal.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns414/ns742/ns982/sba_dcSvrLoadBal.pdf
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   プロセス

   ACE の設定
1. ネットワークへの ACE の追加
2. ロード バランシング ポリシーの設定

   手順 1  ネットワークへの ACE の追加

ステップ 1：コンソール ケーブルを Cisco ACE アプライアンスに接続し、admin ユー
ザの初期設定を実行してから、プロンプトで初期設定ダイアログを終了します。

switch login: admin 
Password: admin 
Admin user is allowed to log in only from console until the 
default password is changed. 
www user is allowed to log in only after the default password 
is changed. 
Enter the new password for user “admin”: 
Confirm the new password for user “admin”: 
admin user password successfully changed. 
Enter the new password for user “www”: 
Confirm the new password for user “www”: 
www user password successfully changed. 
Cisco Application Control Software (ACSW) 
TAC support: http://www.cisco.com/tac 
Copyright © 1985-2009 by Cisco Systems, Inc. All rights 
reserved. 
The copyrights to certain works contained herein are owned 
by other third parties and are used and distributed under 
license. 
Some parts of this software are covered under the GNU Public 
License. A copy of the license is available at http://www.gnu.
org/licenses/ gpl.html. 
ACE> 
This script will perform the configuration necessary for a 
user to manage the ACE Appliance using the ACE Device Manager. 
The management port is a designated Ethernet port that has 
access to the same network as your management tools including 
the ACE Device Manager. 
You will be prompted for the Port Number, IP Address, Netmask, 

and Default Route (optional). 
Enter ‘ctrl-c’ at any time to quit the script 
ACE>Would you like to enter the basic configu¬ration dialog 
(yes/no) [y]: n 
switch/Admin#

ステップ 2：追加の設定に進む前に、基本ネットワーク セキュリティ ポリシーをセットアッ
プして、Cisco ACE への管理アクセスを可能にします。

access-list ALL line 8 extended permit ip any any 
class-map type management match-any remote_access
  2 match protocol xml-https any
  3 match protocol icmp any
  4 match protocol telnet any
  5 match protocol ssh any
  6 match protocol http any
  7 match protocol https any
  8 match protocol snmp any 
policy-map type management first-match remote_mgmt_allow_
policy
  class remote_access
    permit

ステップ 3：ネットワークのスイッチング リソースへのイーサネット VLAN トランクが、
Cisco ACE アプライアンスを接続します。次に示すように、各アプライアンスの 2 つのギ
ガビット イーサネット ポートをサーバ ルーム スイッチにトランクするように設定します。

interface gigabitEthernet 1/1
  channel-group 1
  no shutdown
interface gigabitEthernet 1/2
  channel-group 1
  no shutdown
interface port-channel 1
  switchport trunk allowed vlan 148
  no shutdown 

 
セキュリティ アプライアンスに接続するスイッチポートは、同じセキュア VLAN のメンバー
になるようにし、サーバ ルーム内のサーバやその他のデバイスへの接続を提供するスイッ
チにセキュア トラフィックを転送するように設定する必要があります。

Cisco ACE アプライアンスは、アクティブ /スタンバイ ハイ アベイラビリティ用に設定さ
れています。
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ステップ 4：Fault Tolerant（FT; フォルト トレラント）VLAN は、ハートビート情報お
よびステート情報を通信するために冗長 ACE ペアによって使用される専用 VLAN です。
冗長関連トラフィックはすべてこの FT VLAN を経由して送信されます（ハートビート、
設定同期パケット、およびステート複製パケットなど）。最初のアプライアンスに次の設定を
適用します。

ft interface vlan 12
  ip address 10.255.255.1 255.255.255.0
  peer ip address 10.255.255.2 255.255.255.0
  no shutdown

ft peer 1
  heartbeat interval 300
  heartbeat count 10
  ft-interface vlan 12
ft group 1
  peer 1
  peer priority 110
  associate-context Admin
  inservice 

 
FT 設定を 2 番目のアプライアンスに対して繰り返す必要があります。ただし、IP アドレ
スとピア IP アドレスの値をスワップします。

ステップ 5：エンジンがトラフィックを渡せるようにするために、VLAN インターフェイスを
作成して IP アドレスを割り当てます。ワンアーム モードを採用しているため、NAT プール
も作成します。

interface vlan 148
  ip address 10.10.48.119 255.255.255.0
  peer ip address 10.10.48.120 255.255.255.0
  access-group input ALL
  nat-pool 1 10.10.48.99 10.10.48.99 netmask 255.255.255.0 pat
  service-policy input remote_mgmt_allow_policy
  service-policy input int148
  no shutdown 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.48.1

 
この時点で、ネットワーク上でそのエンジンに到達できるようになります。これで、ロード 
バランシング ポリシーの設定を開始できます。2 番目のアプライアンスをハイ アベイラビ
リティ用に設定している場合は、IP アドレスとピア IP アドレスの値をスワップしてステップ 
5 を繰り返します。

   手順 2 ロード バランシング ポリシーの設定

ステップ 1：最初に、ロード バランシングを必要とするアプリケーション サーバを定義し
ます。

rserver host webserver1
  ip address 10.10.48.111
  inservice
rserver host webserver2
  ip address 10.10.48.112
  inservice

ステップ 2：次に、Web サーバの健全性をテストする簡単な HTTP プローブを作成します。
probe http http-probe
  interval 15
  passdetect interval 60
  request method head
  expect status 200 200
  open 1

ステップ 3：Web サーバとプローブをサーバ ファームに配置します。
serverfarm host webfarm
  probe http-probe
  rserver webserver1 80
    inservice
  rserver webserver2 80
    inservice

ステップ 4：ここで、ロード バランシング ポリシーを設定して VLAN インターフェイスに
割り当てます。

class-map match-any http-vip
  2 match virtual-address 10.10.48.100 tcp eq www
policy-map type loadbalance first-match http-vip-17slb
  class class-default
    serverfarm webfarm
policy-map multi-match int148
  class http-vip
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy http-vip-17slb
    loadbalance vip icmp-reply active
    nat dynamic 1 vlan 148
interface vlan 148
   service-policy input int148

この時点で、作成した VIP（10.10.48.100）を使用してアプリケーションにアクセスでき
るようになり、要求は 2 つの Web サーバ間で分散されます。
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まとめ 

IT 企業は、アプリケーションおよび重要なビジネス データをグローバルに分散した従業
員に適切なサービス レベルで配布するということに関連した、大きな課題に直面していま
す。アプリケーション配布テクノロジーは、IT 企業がすべてのアベイラビリティ、パフォー
マンス、およびセキュリティを改善するために役立ちます。
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付録 A： 
中規模企業向け導入製品リスト

機能領域 製品 製品番号 ソフトウェア バージョン
100 ～ 600 ネットワーク コア Catalyst 3750G 

スタック可能 12 ポート SFP および IP Services イメージ

WS-C3750G-12S-E Catalyst 12.2(55)SE1

600 ～ 1,000 ネットワーク コア Catalyst 4507RE

7 スロット シャーシ、ファン、電源なし、SUP 冗長化対応

Catalyst 4500 E シリーズ 24 ポート GE（SFP）

Catalyst 4500 E シリーズ Sup 6-E、2x10GE(X2)、Twin Gig 付属

デュアル スーパーバイザおよびデュアル電源を推奨

WS-C4507R+E Catalyst 4500 E シリーズ 

WS-X45-SUP7-E

WS-X45-SUP6-E 

WS-X4712-SFP+E

WS-X4648-RJ45-E

WS-X4624-SFP-E 

SUP7-E 15.0.1M

SUP6-E 12.2(54)SG

Enterprise Services

1,000 ～ 2,500 ネットワーク コア Catalyst 6500VSS WS-C6504-E

VS-S720-10G

WS-X6716-10GE

WS-X6748-SFP

12.2(33)SXI4a



112付録 A：中規模企業向け導入製品リスト

機能領域 製品 製品番号 ソフトウェア バージョン
PC、電話、AP、その他の 
デバイス用の本社アクセス

Catalyst 4507R+E 

デュアル スーパーバイザ 

デュアル電源

WS-C4507R+E 

WS-X45-SUP6L-E (X2

WS-X4648-RJ45V+E

12.2(54)SG 

Catalyst 3750-X スタック可能 

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、PoE+、IP Base。アップリン
ク モジュールはオプションです。* 

*オプションの 3750-X 4xSFP アップリンク モジュール  

WS-C3750X-24P-S

WS-C3750X-48PF-S

12.2(55)SE1

Cisco Catalyst 3560-X スタンドアロン 

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、PoE+、IP Base。アップリン
ク モジュールはオプションです。* 

*オプションの 3560-X 4xSFP アップリンク モジュール

WS-C3560X-24P-S

WS-C3560X-48PF-S

12.2(55)SE1 

Cisco Catalyst 2960-S スタック可能 ** 

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、PoE+、LAN Base、 
4 SFP ポート。スタッキング モジュールはオプションです。** 

**オプションの 2960-S FlexStack スタック モジュール

WS-C2960S-24PS-L 

WS-C2960S-48FPS-L 

C3KX-NM-1G 

C2960S-STACK

12.2(55)SE1

サーバ ルーム スイッチ Catalyst 3750-X スタック可能 

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、IP Base。アップリンク  
モジュールはオプションです。*

Cisco Catalyst 3560-X スタンドアロン

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、IP Base。アップリンク  
モジュールはオプションです。*

*オプションの 3560-X または 3750-X 4xSFP アップリンク モジュール

WS-C3750X-24T-S 

WS-C3750X-48T-S 

WS-C3560X-24T-S 

WS-C3560X-48T-S

 C3KX-NM-1G

12.2(55)SE1

本社 WAN ルータ Cisco 3945 または 3925 サービス統合型ルータ C3945-VSEC/K9

C3925-VSEC/K9

HWIC-2CE1T1-PRI

15.0.1M
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機能領域 製品 製品番号 ソフトウェア バージョン
リモート サイト ルータ Cisco 2951 サービス統合型ルータ

Cisco 2921 サービス統合型ルータ

Cisco 2911 サービス統合型ルータ

C2951-VSEC/K9

C2921-VSEC/K9

C2911-VSEC/K9

HWIC-2CE1T1-PRI

15.0.1M3

リモート サイト ルータ 
モジュール

Wide Area Acceleration モジュール NME-WAE-502-K9

SRE-700-S

SRE-900-M

4.2.3b.4

リモート サイト スイッチ Catalyst 3750-X スタック可能 

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、PoE+、IP Base。アップリン
ク モジュールはオプションです。*

Cisco Catalyst 3560-X スタンドアロン

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、PoE+、IP Base。アップリン
ク モジュールはオプションです。*

Cisco Catalyst 2960-S スタック可能 **

24 & 48 イーサネット 10/100/1000 ポート、PoE+、LAN Base、 
4 SFP ポート。スタッキング モジュールはオプションです。**                     

 *オプションの 3560-X または 3750-X 4xSFP アップリンク モジュール

**オプションの 2960-S FlexStack スタック モジュール

WS-C3750X-24P-S 

WS-C3750X-48PF-S 

 
WS-C3560X-24P-S 

WS-C3560X-48PF-S 

 
WS-C2960S-24PS-L

WS-C2960S-48FPS-L

 
C3KX-NM-1G

C2960S-STACK

12.2(55)SE1

インターネット エッジ  
ファイアウォール

適応型セキュリティ アプライアンス 

ASA 5540（SSM-40 IPS モジュール搭載）

ASA 5520（SSM-20 IPS モジュール搭載）

ASA 5510（SSM-10 IPS モジュール搭載） 

ASA5540-AIP40-K9 

ASA5520-AIP20-K9 

ASA5510-AIP10-K9 

8.3.2.ED 

7.0(2)E4

サーバ ルーム ファイアウォール 適応型セキュリティ アプライアンス 

ASA 5540（SSM-40 IPS モジュール搭載）

ASA5540-AIP40-K9 8.2.3.ED

7.0(2)E4
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機能領域 製品 製品番号 ソフトウェア バージョン
本社：侵入防御システム Cisco IPS 4200 シリーズ IPS-4240-K9（300 Mbps） 

IPS-4255-K9（600 Mbps） 

IPS-4260-K9（2 Gbps）

7.0(2)E4

アプリケーション高速化 

本社 CM 

本社エンドポイント

WAVE 674

WAVE 574

WAVE 274

WAVE-674-K9

WAVE-574-K9

WAVE-274-K9

4.2.3b.4

ワイヤレス アクセス ポイント 1140 固定型（内部アンテナ） 

1250 耐久型（外部アンテナ） 

3500（内部アンテナ）

3500（外部アンテナ）

AIR-LAP1142N（国により異なる） 

AIR-AP1252AG（国により異なる） 

AIR-CAP3502I（国により異なる）

AIR-CAP3502E（国により異なる）

7.0.98.0

ワイヤレス LAN コントローラ WC 5508 AIR-CT5508-12-K9 7.0.98.0 

サーバ ロード バランシング アプリケーション コントロール エンジン ACE-4710-1F-K9 A3(2.6)

ユニファイド コミュニケーション Cisco Unified Communications Manager：MCS 7835 

Cisco Unity Connections：MCS 7835 

MCS7835I3-K9-CMD1（2 台必要） 

MCS7835I3-K9-UCC1

8.0.3a

8.0.3a

電話 CP-7921G ワイヤレス電話 

CP-7925G ワイヤレス電話 

CP-7931G マルチボタン電話 

CP-7937G 会議電話 

CP-7942G モノクロ ディスプレイ電話 

CP-7962G モノクロ ディスプレイ電話 

CP-7945G カラー ディスプレイ電話 

CP-7965G カラー ディスプレイ電話 

CP-7975G カラー エグゼクティブ電話 

IPCOMM7-SW ソフトフォン

導入対象のユーザや国の特定のニーズに合わ
せたさまざまな電話モデルを使用できます。

テレワーカー 適応型セキュリティ アプライアンス 5505 ASA5505-BUN-K9 

ASA 5505 アプライアンス、SW、10 ユーザ、
8 ポート、3DES/AES

8.3.2
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付録 B：中規模企業向け Cisco SBA のドキュメント システム

Foundation 
Configuration Guide

Foundation 
Deployment Guide

SolarWinds Network 
Managment DG

ScienceLogic Network 
Managment DG

Ipswitch Network 
Managment DG

Network Management 
Guides

Design Overview

IPv4 Addressing 
Guide

Modular Access Layer
Deployment Guide

Email Security 
Deployment Guide

Web Security 
Deployment Guide

3G Wireless Remote
Site Deployment Guide

Design Guides Supplemental GuidesDeployment Guides

Example of Appendix Article
example shows midsize borderless networks

Wireless CleanAir
Deployment Guide

IPv6 Addressing
Guide

You are Here
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