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自律型ネットワーキング
最新版発行日：2014 年 12 月 20 日
自律型ネットワーキングでは、自己管理のコンセプトを導入し、ネットワーク デバイスをインテリジェントに機能さ
せることにより、ネットワーク オペレータのネットワーク管理を簡素化します。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされているとは限りませ
ん。 最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用のプラットフォームおよびソフトウェア リ
リースのリリース ノートを参照してください。 このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポー
トされるリリースの一覧については、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature
Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、www.cisco.com/go/cfn に移動します。 Cisco.com
のアカウントは必要ありません。

自律型ネットワーキングの前提条件
• 自律型コントロール プレーンが自動的に構築されるのは、イーサネット ポート間のみです。 自律型コントロール
プレーンは IPv6 アドレッシングのみを使用します。
• 隣接関係検出（AD）メッセージを交換するために、すべてのインターフェイスがデフォルトで稼働状態になりま
す（デバイス内にスタートアップ コンフィギュレーションがない場合）。
• 自律型コントロール プレーンは、Autonomic Networking Infrastructure をサポートしている 2 台の隣接デバイスの間
で、自動的に構築されます。 両方のデバイスのインターフェイスが稼働状態である（およびイーサネット イン
ターフェイスである）必要があります。また、デバイスは未設定（新規ロールアウト）であるか、自律型ネット
ワーキングが明示的に設定されている必要があります。
• 非自律的なレイヤ 2 クラウド（メトロイーサネット サービスなど）が介在する場合にも、自律型コントロール プ
レーンが 2 台の隣接デバイスの間で自動的に構築されます。 これは、自律型デバイス上の「チャネル検出」プロ
トコル（CD）によって実現されています。このプロトコルは、動作している VLAN カプセル化をプローブしま
す。
• 介在する非自律的な L3 デバイスにわたり ACP を構築するには、自律型デバイスの間にトンネルを明示的に設定
し、このトンネルで「自律型隣接関係検出」をイネーブルにする必要があります。
• Autonomic Networking Infrastructure 機能の動作には、自律型レジストラ（一般的にレジストラと呼ばれます）が必
要です。 自律型ドメインに新しいデバイスを登録するには、ネットワーク内で少なくとも 1 台のデバイスがレジ
ストラとして設定されている必要があります。 すべての必要なデバイスがすでに自律型ドメインに登録されてい
るネットワークにおいては、レジストラは不要です。
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• 各レジストラは、1 つの自律型ドメインのみをサポートします。 レジストラが必要になるのは、新しい自律型デ
バイスがドメインに参加する場合のみです。
• すべての新しいデバイスは、認証および許可のためにレジストラと通信できるように、少なくとも 1 台の自律型
デバイスに物理的に接続されている必要があります。
• デバイスを登録できるのは、1 つの自律型ドメインのみです。 異なるドメインに登録されている 2 台のデバイス
の間では、自律型コントロール プレーンは構築されません。
• 自律型インテントに関しては、レジストラがドメイン ID で設定されている必要があります。
• ゼロ タッチ ブートストラップを実行するには、startup-config ファイルがなく、config-register がデフォルト（0x2102）
のままである必要があります。

自律型ネットワーキングの制約事項
一般的な制約事項
• 自律型ネットワーキングでは、固有のデバイス識別子（UDI）ベースでのみデバイスをサポートします。
• 自律型ネットワーキングとゼロ タッチ プロビジョニング（ZTP）は、異なるゼロ タッチ ソリューションです。
自律型ネットワーキングと ZTP は、同時にテストまたは使用しないことを推奨します。
Cisco ASR 900/ASR 920 アグリゲーション サービス ルータの制約事項
• 出荷時のデバイスでは、デフォルト設定とデフォルトのポート モードが使用されています。 デフォルト設定は、
タグ付きとタグなしのパケットを許可します。デフォルト設定は変更できません。
• ルーテッド ポートはタグなしトラフィックを許可し、VLAN タグ付きトラフィックはドロップされます。
• ipv6 unicast-routing コマンドを設定する必要があります。
• 自律型ネットワーキングは高可用性（HA）に対応していません。
• ネイバー テーブルに基づいて自律型ネットワーキングの hello パケットが送信される際に、トラフィックがさらに
増加する可能性があります。
• デフォルトのポート状態は admin down です。
• Cisco ASR 900 RSP1 A カードの EVC スケールは削減されています。

自律型ネットワーキングに関する情報
自律型ネットワーキングの概要
自律型ネットワーキングの目的は、自己管理ネットワークの構築によってインターネットや他のネットワークの急速な
複雑化を克服し、さらなる成長を可能にすることです。 自律的な自己管理システムでは、ネットワーク管理が新たな
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役割を担うようになります。つまり、管理者は個別のネットワーク要素を直接制御する代わりに、自己管理プロセスの
指針となるネットワーク全体のポリシーやルールを定義します。
次の図は、自律型ネットワークのアーキテクチャの概要を示しています。
図 1：自律型ネットワークのアーキテクチャの概要

自律型ネットワーキングは、従来のオペレーティング システム上で実行される独立したソフトウェア エンティティに
よって制御されます。従来のオペレーティング システムには、IP や Open Shortest Path First（OSPF）などのネットワー
キング コンポーネントが含まれます。 従来のネットワーキング コンポーネントは変更を受けず、自律型プロセスの存
在を認識しません。 自律型コンポーネントは、従来のネットワーキング コンポーネントが備える通常のインターフェ
イスを使用して、ネットワーク内のさまざまなデバイスとやり取りします。 自律型コンポーネントは安全な方法で連
携し、デバイスのインテリジェンスを向上させます。これにより、自律型ネットワーク内のデバイスは、自らを自動的
に設定、管理、保護、修復できるようになり、オペレータの介入が最小限に抑えられます。 また、運用が安全に統合
され、オペレータがネットワークを抽象化されたシンプルな形で確認できます。

Autonomic Networking Infrastructure
Autonomic Networking Infrastructure 機能によって、あらゆる種類のプレステージングの必要性がなくなり、ネットワー
ク ブートストラップ機能が簡素化されます。これにより、デバイスをドメインに安全に参加させ、その後でデバイス
を設定できます。 Autonomic Networking Infrastructure 機能の目的は、新しい未設定のデバイスにオペレータやネット
ワーク管理システムが安全に到達できるようにすることです。 これは、次の手順で実現されます。
1 1 台のデバイスがレジストラとして定義および設定されます。 レジストラは、自律型ドメインにおける最初のデバ
イスです。
2 ネットワーク管理者が、ネットワークに追加するデバイスの適切なデバイス識別子のリストを収集します。 このリ
ストにより、自律型ドメインに追加されるデバイスを制御します。 デバイスは固有のデバイス識別子（UDI）で識
別されます。 リストは単純なテキスト ファイルとして編集され、1 行に 1 つの UDI が記載されます。 この手順は
必須ではありません。ホワイトリストがない場合は、すべてのデバイスがドメインへの参加を許可されます。 ホワ
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イトリストはエンティティの許可リストで、特定の特権、サービス、モビリティ、アクセス、認識が与えられます。
ホワイトリストへの追加は、アクセス権の付与を意味します。
3 既知のデバイスのホワイトリストが、設定の一部としてレジストラにアップロードされます。 この手順は任意で
す。
4 レジストラ（またはすでに登録されているドメイン デバイス）に直接接続された新しい自律型デバイスは、レジス
トラからドメイン証明書を自動的に受信します。
5 自律型コントロール プレーンが自律型ドメインにわたって自動的に確立され、新しいデバイスに到達できるように
なります。
Autonomic Networking Infrastructure のメリットは次のとおりです。
• 自律型ネイバーへの到達方法を検出することで、レイヤ 2 トポロジおよび接続を自律的に検出します。
• デバイス名とドメイン証明書を使用して、新しいデバイスを安全にゼロ タッチで識別できます。
• 仮想の自律型コントロール プレーンにより、自律型ノード間の通信が可能になります。
自律的動作は、新しいデバイスではデフォルトでイネーブルになっています。 既存のデバイスで自律的動作をイネー
ブルにするには、autonomic connect コマンドを使用します。 ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
自律型ネットワーキングのコンポーネントは次のとおりです。
• レジストラ：特定の企業内におけるドメイン固有の登録局です。ドメイン内の新しいデバイスを検証し、それら
にドメイン全体のクレデンシャルを提供し、ポリシーを決定します。 ポリシー決定では、プリロードされたホワ
イトリストに基づいて、新しいデバイスが特定のドメインに参加できるかどうかなどを決定します。 また、レジ
ストラは、特定のドメインに参加しているデバイスやデバイスの詳細情報に関するデータベースを保持していま
す。
• チャネル検出：非自律型のレイヤ 2 ネットワークにわたり、自律型ノード間の到達可能性を検出するために使用
されます。
• 隣接関係検出：自律型ネイバーを検出するために使用されます。 隣接関係検出はレイヤ 3 で実行されます。 ま
た、確立済みのレイヤ 3 Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネルにわたり、自律型ネイバーを検出すること
も可能です。
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新しいデバイスの自律型ネットワークへの参加
次の図は、新しいデバイスが自律型ネットワークに参加する方法を示しています。
図 2：新しいデバイスの自律型ネットワークへの参加

1 新しいデバイスがネイバーに hello メッセージを送信します。 ここでは、ネイバーは自律型ネットワーク ドメイン
の一部です。
2 hello メッセージには、新しいデバイスの固有のデバイス識別子（UDI）が含まれます。
3 自律型デバイスはプロキシとして機能し、この自律型ネットワーク ドメインへの新しいデバイスの参加を許可しま
す。 自律型ネットワーク デバイスは、レイヤ 3 ネイバーに対して、ドメイン情報を使用して自らをアドバタイズし
ます。
4 ネイバーから自律型ネットワークの hello メッセージを受信し、UDI 情報を検出すると、新しいデバイスは自律型レ
ジストラで検証されます。
5 新しいデバイスはすべてのネイバーに対して、hello メッセージ内でドメイン証明書をアドバタイズします。 ネイ
バー情報は 10 秒ごとに交換されます。

（注）

ネイバー情報が変化すると、エントリは削除され、ネイバー探索が再開されます。 ドメイン
証明書および UDI を扱うデバイスがない場合は、UDI が 10 秒間隔で交換されます。

レジストラの機能
ネットワーク内の 1 台のデバイスがレジストラとして設定されます。これにより、すべての新しいデバイスをローカル
で検証し、レジストラによって管理されているドメインに参加しようとするすべてのデバイスを承認します。 レジス
トラは、管理者から提供されたドメイン名を使用して、デバイスにドメイン証明書を発行します。

（注）
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ドメイン名は、同じルール セットで管理されているネットワーク内のデバイス グループです。
UDI 証明書を使用してレジストラと通信するネイバーには、レジストラによってドメインへの
参加の招待が送信されます。

現在、レジストラは UDI のオプションのリストに基づいて新しいデバイスを検証しています。このリストはレジスト
ラの設定時に指定されます。 このリストにより、ネットワークへの参加が許可されたデバイス セットを指定します。
図 3：自律型ネットワークでのレジストラのプロビジョニング

レジストラは、ドメインに参加している、または参加できなかったすべてのデバイスについて、データベースを保持し
ています。 参加できなかったデバイスは、ドメインへの参加を再試行できます。 レジストラのデータベースはドメイ
ン内のすべてのデバイスを追跡し、各デバイスを以下の状態に関連付けます。
• 承認済み：ドメインに正常に参加できているデバイスです。
• 保留中：ドメインへの参加の処理中のデバイスです。
• 検疫：ドメインに参加できなかったデバイスです。

自律型ネットワーキングのチャネル検出
自律型ネットワーキングのサービス検出
自律型ネットワーキングでは、マルチキャスト ドメイン ネーム システム（mDNS）インフラストラクチャを使用して、
自律型ネットワーキング ドメイン内のデバイスに必要なさまざまなサービスを検出します。 mDNS インフラストラク
チャを使用してネットワークが検出するサービスは、AAA サーバ、コンフィギュレーション サーバ、syslog サーバ、
自律型ネットワーキング レジストラなどです。 自律型ネットワーキングでは、ドメイン内のすべてのデバイスについ
て、mDNS アドバタイズメントをリッスンします。 サービスをホストしているデバイスから、自律型ネットワーキン
グが mDNS アドバタイズメントを開始します。
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自律型コントロール プレーン
ドメイン内の新しいデバイスは、ドメイン証明書を受信した際に、ネイバーとの hello メッセージでドメイン証明書を
交換します。 これにより、同一ドメインの 2 台の自律型デバイスの間に、自律型コントロール プレーンが作成されま
す。 デバイスの各種の機能に応じて、さまざまなタイプの自律型コントロール プレーンを作成できます。 自律型コン
トロール プレーンは、以下の方法で確立されます。
• ループバック インターフェイスの設定。
• ループバック インターフェイスへの IPv6 アドレスの動的な割り当て。
• 自律型 VPN ルーティングおよび転送（VRF）の設定。

自律型ネットワーキングにおけるリンク ローカル GRE IPv6 トンネルの IPsec
自律型コントロール プレーン（ACP）は、自律型ネイバーのペア間でホップバイホップの IPv6 Generic Routing Encapsulation
（GRE）トンネルを構築することにより作成されます。 GRE トンネルでは、物理インターフェイス上の有効な送信元
アドレスと宛先アドレスが必要です。 GRE トンネルはホップバイホップのため、自律型ネットワーキングではトンネ
ルの送信元アドレスまたは宛先アドレスとして、物理インターフェイスのリンク ローカル アドレスを使用します。 物
理インターフェイスにはグローバル IPv6 アドレスがないため、IPsec および IKE では物理インターフェイスのリンク
ローカル アドレスを扱います。

自律型ネットワーキングの設定方法
レジストラの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

autonomic connect
例：
Device(config)# autonomic connect
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（オプション）非自律型の管理デバイス（認証、認可、および
アカウンティング（AAA）サーバ、syslog サーバなど）を自律
型ネットワークに接続します。

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

autonomic registrar

デバイスをレジストラとしてイネーブルにして、レジストラ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# autonomic
registrar

ステップ 5

domain-iddomain-name

レジストラに登録しているすべてのデバイスの共通グループを
示します。

例：
Device(config-anra)# domain-id
abc.com

ステップ 6

device-accept“udi”
例：
Device(config-anra)# device-accept
"PID:A901-12C-FT-D
SN:CAT1902U88Y"

（オプション）自律型ドメインで承認する検疫済みデバイスの
固有のデバイス識別子（UDI）を指定します。
• udi：スペースや特殊文字が引数に確実に含まれるよう、
二重引用符内に入力する必要があります。
このコマンドは、レジストラの設定時には必要では
ありません。 これが必要になるのは、レジストラが
イネーブルになった後で、以前に検疫されたデバイ
スを承認する場合のみです。
（オプション）特定のドメイン内で承認するデバイスのリスト
を含んだファイルを、ローカル デバイス上から読み込めるよ
うにします。
（注）

ステップ 7

whitelistfilename
例：
Device(config-anra)# whitelist
flash:whitelist.txt
PID:A901-12C-FT-D SN:CAT1602U32U
PID:A901-12C-FT-D SN:CAT1604U92B

• このファイルでは、1 行に 1 つの UDI エントリを記載す
る必要があります。
このコマンドを設定しない場合は、すべてのデバイ
スのドメインへの参加が承認されます。
自律型レジストラをイネーブルにします。
（注）

ステップ 8

no shut
例：
Device(config-anra)# no shut

ステップ 9

exit

レジストラ コンフィギュレーション モードを終了し、グロー
バル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Device(config-anra)# exit

ステップ 10

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# exit
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自律型ネットワーキング コンフィギュレーションの検証とモニタリング
手順
ステップ 1

イネーブル化
例：
Device> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2

show autonomic device
例：
Device# show autonomic device
UDI
PID:A901-12C-FT-D SN:CAT1602U00U
Device ID
0006.f6ac.3be0-2
Domain ID
manual-cisco
Domain Certificate
(sub:)
ou=manual-cisco+serialNumber=PID:A901-12C-FT-DSN:CAT1602U00U,cn=0006.f6ac.3be0-2
Certificate Serial Number
04
Device Address
FD8F:E354:CCF9:0:6:F6AC:3BE0:2

ステップ 3

グローバルな詳細情報を含む、自律型デバイスの現在の状態を表示します。
show autonomic neighbors [detail]
例：
Device# show autonomic neighbors detail
UDI: "PID:A901-12C-FT-D SN:CAT1602U0C3"
Device ID
0006.f6ac.3be0-4
Domain ID
manual-cisco
State
Nbr inside the Domain
Credential
Domain Cert
Credential Validation
Passed
Last Validated Time 2014-07-21 12:42:57 IST
Certificate Expiry Date 2015-07-21 12:42:48 IST
Certificate Expire Countdown 31535585 (secs)
Number of Links connected 1
Link:
Local Interface: Vlan4086(GigabitEthernet0/7)
Remote Interface: Vlan4026
IP Address: FE80::4255:39FF:FE8D:C93B
Uptime(Discovered Time): 00:06:36 ( 2014-07-21 12:43:07 IST)
Last Refreshed time: 7 seconds ago

ステップ 4

検出したネイバーに関する情報を表示します。
show autonomic registrar devices [accepted | quarantine | whitelist]
例：
Device# show autonomic registrar
Domain ID
Whitelist
Database URL nvram:
Status Autonomic Registrar
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manual-cisco
Live

Address
Certificate

ステップ 5

FD8F:E354:CCF9:0:6:F6AC:3BE0:1
(sub:) cn=ANRA-CS

自律型レジストラに関する情報を表示します。
show autonomic control plane [detail]
例：
Device# show autonomic control-plane
VRF Name
cisco_autonomic
Device Address
FD08:2EEF:C2EE::D253:5185:547A
RPL
Type = Node, Inst-Id = 0, OCP = 0, Mode = Storing
Neighbor
ACP Channel
ACP Security
-------------------------------------------------------------------------------PID:A901-4C-F-D SN:CAT1611U085
Tunnel100000

ステップ 6
ステップ 7

ステップ 8

自律型コントロール プレーンに関する情報を表示します。
show autonomic interfaces
自律型ドメイン内のインターフェイスに関する情報を表示します。
debug autonomic {bootstrap | neighbor-discovery database | registrar | services} {aaa | all | ntp | events |
packets} {info | moderate | severe}
自律型ネットワークのデバッグをイネーブルにします。
clear autonomic {device | neighborUDI}
自律型ネットワークに関する情報をクリアまたはリセットします。
• clear autonomic device コマンドは、デバイス固有の AN 情報のすべてをクリアまたはリセットしま
す（ブートストラップ プロセスで取得した情報を含みます）。
• clear autonomic neighbor コマンドは、ネイバー探索で取得したネイバーに関する情報をクリアしま
す。 ネイバーを指定しない場合は、ネイバー データベース全体がクリアされます。

自律型ネットワーキングに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

自律型ネットワーキング コマンド

『Cisco IOS Autonomic Networking Command Reference』
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右の URL http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
にアクセスして、シスコのテクニカル サポートを最大
限に活用してください。 これらのリソースは、ソフト
ウェアをインストールして設定したり、シスコの製品
やテクノロジーに関する技術的問題を解決したりする
ために使用してください。 この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID および
パスワードが必要です。

自律型ネットワーキングの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。 この表は、ソフトウェア リリース トレ
インで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを示しています。 その機能は、特に断りがな
い限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでもサポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature
Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、に進みます。 Cisco.com のアカウントは必要あ
りません。
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表 1：自律型ネットワーキングの機能情報

機能名
Autonomic Networking Infrastructure

リリース

機能情報
自律型ネットワーキングでは、自己
管理のコンセプトを導入し、ネット
ワーク デバイスをインテリジェント
に機能させることにより、ネット
ワーク オペレータのネットワーク管
理を簡素化します。 Autonomic
Networking Infrastructure 機能によっ
て、あらゆる種類のプレステージン
グの必要性がなくなり、ネットワー
ク ブートストラップ機能が簡素化さ
れます。これにより、デバイスをド
メインに安全に参加させ、その後で
デバイスを設定できます。
次のコマンドが導入または変更され
ました。autonomic connect、
autonomic registrar、autonomic
service、clear autonomic、debug
autonomic、device-accept、
domain-id、show autonomic control
plane、show autonomic device、show
autonomic interfaces、show autonomic
neighbors、show autonomic
registrar、show autonomic service、
whitelist。
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表 2：自律型ネットワーキングの機能情報

機能名

リリース

機能情報

Autonomic Networking Infrastructure

Cisco IOS XE リリース 3.12S

自律型ネットワーキングでは、自己
管理のコンセプトを導入し、ネット
ワーク デバイスをインテリジェント
に機能させることにより、ネット
ワーク オペレータのネットワーク管
理を簡素化します。 Autonomic
Networking Infrastructure 機能によっ
て、あらゆる種類のプレステージン
グの必要性がなくなり、ネットワー
ク ブートストラップ機能が簡素化さ
れます。これにより、デバイスをド
メインに安全に参加させ、その後で
デバイスを設定できます。
Cisco IOS XE リリース 3.17S では、
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲー
ション サービス ルータのサポートが
追加されました。
次のコマンドが導入または変更され
ました。autonomic connect、
autonomic registrar、autonomic
service、clear autonomic、debug
autonomic、device-accept、
domain-id、show autonomic control
plane、show autonomic device、show
autonomic interfaces、show autonomic
neighbors、show autonomic
registrar、show autonomic service、
whitelist。
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機能名

リリース

IP トンネル：自律型ネットワーキン Cisco IOS XE リリース 3.12S
グのサポート

機能情報
自律型コントロール プレーン
（ACP）は、自律型ネイバーのペア
間でホップバイホップの IPv6 Generic
Routing Encapsulation（GRE）トンネ
ルを構築することにより作成されま
す。 GRE トンネルでは、物理イン
ターフェイス上の有効な送信元アド
レスと宛先アドレスが必要です。
GRE トンネルはホップバイホップの
ため、自律型ネットワーキングでは
トンネルの送信元アドレスまたは宛
先アドレスとして、物理インター
フェイスのリンク ローカル アドレス
を使用します。
Cisco IOS XE リリース 3.12S では、
Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲー
ション サービス ルータのサポートが
追加されました。
次のコマンドが導入または変更され
ました。show autonomic control
plane、show autonomic service。

ASR920 の自律型ネットワーキング

Cisco IOS XE リリース 3.14S

自律型ネットワーキングが Cisco ASR
920 シリーズ アグリゲーション サー
ビス ルータに導入されました。
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