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概要

この資料は AppNav クラスタの中のトラフィックフローを記述したものです。 仕様 TCP 接続が
クラスタでとき Wide Area Application Services （WAAS）が最適化する接続どのように処理され
るか示します。

WAAS のような外部サービスにパケット リダイレクションを管理するためにアプリケーション負
荷を監察する AppNav はインテリジェント な フロー ディストリビューション テクノロジーです
。 AppNav は AppNav I/O モジュール（IOM）、Cisco Cloud サービス ルータ（CSR）で超、
Integrated Services Router（ISR）モジュール利用できます（ISR） 4400 シリーズおよび集約サ
ービス ルータ（ASR） 1000 シリーズ。

前提条件

要件

これらのトピックのナレッジは推奨されます:

WAAS 5.x か 6.x●

AppNav か AppNav XE●

使用するコンポーネント

資料に記載されている情報はこれらのソフトウェア および ハードウェア バージョンに基づいて
います:

WAAS 6.2.3●

WAAS ハードウェア●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



AppNav フロー

このイメージは 1 つのデータセンターか分岐サイトで AppNav 2 人のコントローラが
（ANCs）および 2 つの WAAS 接続されるノード（WNs）または Service Node （SN）がある
APPNAV クラスタの論理的なビューを示します。

ANC は AppNav IOM か APPNAV-XE である場合もあります。 それは APPNAV-XE 時、ルータに
基づくおよびあるソフトウェアです。 AppNav IOM ならそれは基づくハードウェアです。

このイメージは ANC がルータの中にどこにあるか APPNAV-XE コンポーネントに示します。 ク
ラスタの各 ANC はおよび WN にその間の IP 接続および到達可能性があります。



アクティブで/アクティブな WAN ルータ（コア スイッチ）環境では、トラフィックはルーティン
グコンフィギュレーションに基づいてさまざまなデバイスによって転送されます。 サーバ（着信
フロー）に到着するいくつかの接続サーバ（発信 フロー）から去るパケットおよびパケットに関
しては同一ルータを見つけて下さい。 異なるルータがサーバから去るパケットおよびサーバの方
に来るパケットを処理するいくつかの接続がある場合もあります。

トラフィックが入るとき、それ見つけます 1 つのルータをあり、ここに解説されているシナリオ
はパケットがサイトから去るとき、他のルータを見つけます。 

ANC は処理する各フローについてのクラスタの同位をアップデートします。 クラスタのそうす
べての ANCs に各フローのビューがあります WN がそれを処理し。 これはフローが仕様 WN に
よって処理され、接続が最適化されるようにします。 

このイメージでは、サーバの方のクライアントからのパケットフローを表示できます。 TCP 同期
信号 パケットがルータを得、R-2 を押す時。



ステップ 1. ANC2 は WAAS デバイスが含まれているブランチの 1 つから TCP 同期信号 パケッ
トを受け取ります。

呼び出します。 ANC2 は WN2 にフローを、リダイレクトしますそれを分類します。 Pending エ
ントリはフロー データベースになされます。

ステップ 3 フレームは WN2 にカプセル化 （GRE） される、送信されて。 WN2 はフレームを処
理し、オート ディスカバリ プロセスを続けます。

ステップ 4 他の ANCs はフロー 情報とアップデートされ、フレームは宛先に送信されます。

このイメージはサーバから戻るときフローがどのように処理されるか示します:



  

ステップ 5. TCP SYN ACK フレームは宛先デバイスから戻り、ANC1 に行きます。

ステップ 6. ANC1 はフロー データベースをチェックし、一致エントリを検出し、WN2 にレスポ
ンス フレームを送ります。

ステップ 7. WN2 はフレームを処理し、元のソースにそれからフレームを転送する ANC1 にそれ
を戻します。 

内部サイト 同期フロー

説明されてように AppNav は内部サイト トラフィックの同期フローを処理できます。 このイメ
ージは同期フローを処理するときイベントを要約します:



ステップ 1. WAAS による AppNav1 への前方パス。

AppNav ユニット間のステップ 2.Flow 更新。

AppNav2 による WAAS へのステップ 3.Reverse パス。

トラブルシューティング

このセクションは方法で情報をフローを処理するデバイスを発見する提供します。

サービス挿入統計情報接続を表示して下さい

このコマンドは最適化されたフローをダンプし、パススルーは AppNav アプライアンスの代
りに別々に一緒にフローします。

●

修飾子を出力するのに使用できますたとえば「| 含んで下さいパススルーを」または「| パス
スルーだけか最適化されたフローを見るためにパススルーを」除いて下さい。

●

Router#show service-insertion statistics connection

Collecting Records. Please wait...

Client                Server                SN-IP           AC Owned  VRF-NAME

------                ------                -----           --------   --------

11.7.0.2:50014        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

11.7.0.2:17360        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

 



11.7.0.2:20828        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

11.7.0.2:23625        51.7.0.2:23           Passthrough      Yes        abcd

Router#sh service-insertion statistics connection summary  

Number of 2T optimized flows    = 0

Number of 3T optimized flows    = 0

Number of optimized flows       = 3

Number of pass-through flows    = 1

関連情報

AppNav 設定●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v623/configuration/guide/cnfg/servicescontroller.htm
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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