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概要

アクセス ポイント（9115、9117、9120、9130）の Mobility Express な、Cisco 最新の 9000 シリ
ーズの代りに組み込みワイヤレス コントローラ（EWC）イメージを実行することができてであ
って下さい。 EWC は 100 つ他の AP までのためのコントローラとして機能するアクセス ポイン
トの基づいた on Cisco 9800 WLC コードおよび許可 1 です。 

EWC か Catalyst 9800 は 3 つのさまざまな方法で DNA 領域に曇ります接続することができます:

直接接続1.
DNA によってコネクタの間隔をあけます2.
Cisco によって Xperience モービル（CMX）オンprem アプライアンスか VM を接続しまし
た

3.

DNA 領域との統合は EWC の各バージョンでサポートされます。 この技術情報は設定をカバーし
て、Catalyst AP の EWC およびプロシージャとして 9800 両方のためのだけ直接接続のトラブル
シューティングは同一です。

重要： 直接接続は 50 人までのクライアントの配備のためにだけ推奨されます。 あらゆる
より大きい物のために、DNA 領域コネクタを使用して下さい。

前提条件



使用するコンポーネント

16.12.1 を使用する組み込みワイヤレス コントローライメージ バージョン 17.1.1s か
Catalyst 9800-L

●

9115 AP●

DNA 領域クラウド●

この技術情報で説明されているステップは EWC はか 9800 は既に展開され、はたらく Webイン
ターフェイスおよび SSH があっていると仮定します。

設定

ネットワーク図

コントローラを設定して下さい

DNA 領域はノードを曇らせ、コントローラは HTTPS プロトコルに通信しています。 このテスト
セットアップでは、コントローラは完全なインターネット アクセスを用いる NAT の後ろに置か
れました。

ルート証明をインストールして下さい



コントローラを設定する前に、DigiCert ルート証明はダウンロードされる必要があります。 コン
トローラおよび実行への SSH:

WLC# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

WLC(config)# ip name-server <DNS ip>

WLC(config)# ip domain-lookup WLC(config)# crypto pki trustpool import url

https://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b

Reading file from http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b

Loading http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b !!!

% PEM files import succeeded.

EWC に Cisco DNS サーバを使用してデフォルトで設定される DNS がありますそれは 9800 コン
トローラ用の必要なステップです。

証明書を確認することはインストールされていましたり、動作します:

EWC(config)#do show crypto pki trustpool | s DigiCert Global Root CA

cn=DigiCert Global Root CA

cn=DigiCert Global Root CA

Webインターフェイスによる設定

コントローラが DNA 領域に接続することができる前に NTP および DNS サーバを設定し、少な
くとも 1 AP を加入してもらうことを必要とします。

EWC の Webインターフェイスを開き、Administration > 時間にナビゲートして下さい。 WLC が
NTP サーバと同期されることを確かめて下さい。 デフォルトで、EWC は ciscome.pool.ntp.org
NTP サーバを使用するために前もって構成されます。 9800 の場合には、同じ NTP か好まれた
NTP サーバを使用できます:

Administration > DNS にナビゲートし、DNS サーバが追加されたことを確認して下さい。 デフォ
ルトで、EWC は Cisco 開いた DNS サーバを使用するために前もって構成されます:



設定 > ワイヤレス > アクセス ポイントの下で、少なくとも 1 AP が加入されたことを確認して下
さい。 この AP は EWC が動作している同じものである場合もあります:

DNA でスペースはホームページから設定するために > 無線ネットワーク > 接続応答
WLC/Catalyst 9800 直接曇りましたり、ナビゲートします。 トークンを『View』 をクリック し
て下さい:

Cisco Catalyst 9800 にタブを切り替えて下さい。 トークンおよび URL をコピーして下さい:



WLC Webインターフェイスでは、設定 > Services > Cloud に保守します > DNA 領域ナビゲート
して下さい。 URL および認証トークンを貼り付けて下さい。 HTTP プロキシが使用される場合
、IP アドレスおよびポートを規定 して下さい。

接続がモニタリング > ワイヤレス > NMSP の下でうまく確立されたことを確認して下さい。 サ
ービス ステータスは緑色の矢印を示す必要があります:



次の章をスキップし、「Location 階層へのインポート コントローラに」行って下さい。

CLI による設定

NTP が設定され、同期されることを確認して下さい:

EWC#show ntp associations

  address     ref clock   st   when   poll reach  delay  offset   disp

*~45.87.76.3  193.79.237.142638   1024   377 10.919  -4.315  1.072

+~194.78.244.172  172.16.200.253   2646   1024   377 15.947  -2.967  1.084

+~91.121.216.238  193.190.230.66   2856   1024   377  8.863  -3.910  1.036

 * sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured

新しい NTP サーバは NTP  <ntp_ip_addr> コマンドを使用して追加することができます。

DNS サーバ設定されたことを確認して下さい:

EWC#show ip name-servers

208.67.222.222

208.67.220.220

新しい DNS サーバは ip name-server <dns_ip> コマンドを使用して追加することができま
す。

AP を確認することは加入されました:



EWC#show ap status

AP Name    Status     Mode    Country

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

9115       Enabled    Local   BE

以前に述べられるのように、DNA 領域に曇りましたり、> 無線ネットワーク > 接続応答
WLC/Catalyst 9800 直接設定し、トークンを『View』 をクリック するためにナビゲートします
アクセスして下さい:

Cisco Catalyst 9800 にタブを切り替えて下さい。 トークンおよび URL をコピーして下さい:

次のコマンドを実行して下さい:

CL-9800-01(config)#no nmsp cloud-services enable

CL-9800-01(config)#nmsp cloud-services server url [URL]

CL-9800-01(config)#nmsp cloud-services server token [TOKEN]

CL-9800-01(config)#nmsp cloud-services enable

CL-9800-01(config)#exit

DNA 領域クラウドが付いている接続がうまく確立されたことを確認するために、実行して下さい



:

CL-9800-01#show nmsp cloud-services summary

CMX Cloud-Services Status

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

Server : https://vasilijeperovic.dnaspaces.eu

CMX Service : Enabled

Connectivity : https: UP

Service Status : Active

Last IP Address : 63.33.127.190

Last Request Status : HTTP/2.0 200 OK

Heartbeat Status : OK

Location 階層に EWC をインポートして下さい

ステップ 1： 設定の他は DNA 領域でされます。 設定 > 無線ネットワーク > 接続応答
WLC/Catalyst 9800 の下で直接、コントローラを『Import』 をクリック して下さい。

呼び出します。 Radio ボタンをアカウント ネームの隣でチェックし、『Next』 をクリック して
下さい。 既にいくつかの場所を追加してもらっている場合下記のようにリストに出て来ます:



ステップ 3.コントローラ IP アドレスを見つけ、それの隣でボックスをチェックし、『Next』 を
押して下さい:

ステップ 4 他の場所が追加されなかったので、ちょうど『Finish』 をクリック して下さい:



ステップ 5. WLC が Location 階層に正常にインポートされた敏速な格言はポップアップします:



WLC がクラウドへの接続に成功されたので、他の DNA 領域機能をすべて使用し始めることがで
きます。

注: NMSP トラフィックは DNA 領域か CMX と通信するためにワイヤレス管理インターフ
ェイスを常に使用します。 これは 9800 コントローラ設定で変更することができません。
インターフェイス数はどのインターフェイスがコントローラが使用される 9800 のワイヤレ
ス管理インターフェイスとして割り当てられる、関係がないです。

Location 階層 DNA 領域を on Cisco 編成して下さい

新しい場所階層が望まれるか、または場所が Cisco DNA 領域セクションにインポートのステップ
4 に 9800 コントローラ追加されなかったら、それらを手動で設定することができます。

Location 階層は analytics 情報のために使用され、それに基づいているように DNA 領域の最も重
要な機能の 1 つ、捕虜ポータルのルール設定されますです。 粒状は場所階層はです粒状制御 1 は
捕虜門脈のルールと情報に DNA 領域から持っています検索することができます。

DNA 領域の場所階層機能によっては Cisco Prime Infrastructure または Cisco CMX からの従来の
階層と同じ方法が機能しますが、指名はかなり異なっています。 コントローラが場所階層にイン
ポートされるとき、従来の階層からのキャンパスとして等量を表します; コントローラの下で、ビ
ルドへ等量であるグループは作成することができます; そして、グループの下で、ネットワークの
下にであるネットワークは従来の場所階層でに、フロアへ同じレベルに残る等量、最終的にゾー
ン作成することができますより使用した設定することができます。 要約するために、これは等価
です:

従来の階層間の表 1.等価は DNA 領域のレベルと水平になります。

DNA 空間階層 従来の階層
コントローラ（無線ネットワーク） キャンパス
グループ 構築
ネットワーク フロア
ゾーン ゾーン

ステップ 1.グループを設定して下さい。 グループはビジネスによってグループ化の
geolocation、ブランドまたは他のどの型にも基づいて複数の場所かゾーンを編成します。
Location 階層にナビゲートし、マウス既存のワイヤレス コントローラの浮かび、グループを『
Create』 をクリック して下さい。



位置レベルの名前を変更するために、マウス ネットワークの浮かび、"Rename"を クリックする
。

ステップ 2.それはコントローラによってインポートされるすべての AP が含まれているようにグ
ループ名を入力し、未設定場所を選択して下さいそれらの AP は必要に応じてネットワークおよ
びゾーンにそれからマップされます。 [Add] をクリックします。

ステップ 3.ネットワークを作成して下さい。 物理的 な ビルディング内のすべてのアクセス ポイ
ントが Location として強化したようにネットワークか場所は Cisco DNA 領域で定義されます。
 グループのマウスは浮かび、ネットワークを『Add』 をクリック します。 

注: これはビジネス把握および場所 analytics 計算がここから生成されるので Location 階層
の最も重要なノードです。

ステップ 4.ネットワーク名を入力すればアクセス ポイント プレフィクスは、フェッチをクリッ



クします。 DNA はフェッチのフロアに AP を追加するためにそのプレフィクスおよび割り当て 1
とそのコントローラに関連付けられるすべての AP 間隔をあけます。 1 プレフィクスだけ入力す
ることができます。

ステップ 5.より多くのプレフィックスがネットワークで必要とされれば。 Location Info タブのネ
ットワーク名を、クリックします使用されるアクセス ポイント プレフィクスの隣で Edit ボタン
をクリックして下さい。 

プレフィクス名前を入力し、+Add プレフィクスをクリックし、保存して下さい。 、これがネッ
トワークに AP をマップし、ゾーン 以降に関連を AP マップすることを割り当てる必要に応じて
すべてのプレフィックスのために繰り返して下さい。



ステップ 6.ゾーンを作成して下さい。 ゾーンはビルディング/場所のセクション内のアクセス ポ
イントの収集です。 それは物理的 な ビルディングまたは組織の部門に基づいて定義することが
できます。 ネットワークのマウスは浮かび、ゾーンを『Add』 を選択 します。

ステップ 7. Zone name を設定し、ゾーンに AP を選択し、『Add』 をクリック して下さい:



及びよくある 問題解決して下さい

一般的な問題

モニタリング > ワイヤレス > NMSP （または実行の下の Webインターフェイス ページは nmsp 
 summary ）通常接続障害についての十分な情報を示します。 複数のよくある 間違いは下記の
ようにスクリーン ショットで見つけることができます:

1. DNS が設定されない時、エラー メッセージ「Transfer エラー（6）: 現れますホスト名を」変
換できませんでした:



インストールされない設定された両方エラー メッセージ発言を用いるではない証明書か NTP 結
果: 「Transfer エラー（60）: SSL ピア 証明書か SSH リモート キーは良くなかったです」:

放射性トレース

EWC は、他のすべての 9800 人のコントローラのような、常時接続放射性トレースをサポートし
ます。 それらを集め、接続はなぜ確立されていないか見るために、どの DNA が IP アドレスの間
隔をあけるか確認することを必要とします EWC はに手を差し伸べています。 これはモニタ > ワ
イヤレス > NMSP の下でまたは CLI によって見つけることができます:



EWC#show nmsp status

NMSP Status

-----------

CMX IP Address      ActiveTx Echo Resp  Rx Echo Req   Tx Data Rx Data Transport

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

--

63.33.127.190       Active0             0             38      2       HTTPS

このテスト セットアップの EWC は 63.33.127.190 に接続しています。 この IP アドレスをコピ
ーし、トラブルシューティングに > 放射性トレース ナビゲートして下さい。 『Add』 をクリッ
ク し、IP アドレスを貼り付け、『Generate』 をクリック して下さい:

最後の 10 分のためのログを『Generate』 を選択 し、『Apply』 をクリック して下さい。 内部
ログを有効に することは分析しにくいかもしれない多量のデータを生成できます:

注: 証明書の不適切に設定された DNS、NTP および欠乏は放射性トレースを生成しません

ファイアウォールが HTTPS をブロックしているケースの放射性トレースの例:



2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-main] [11100]: (note): CMX [63.33.127.190]:[32]:

closing

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): Called 'is_ready'

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-main] [11100]: (info): CMX [63.33.127.190]:[32]:

Processing connection event NMSP_APP_LBS_DOWN(201)

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-db] [11100]: (info): Started or incremented

transaction (TID: -1, ref count: 1, started: 0, abort: 0)

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-enc] [11100]: (debug): Decoding control message

structure

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-enc] [11100]: (debug): Control structure was

successfully decoded from message

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-db] [11100]: (debug): Retrieving CMX entry: 32

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-db] [11100]: (ERR): CMX entry 32 not found

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-main] [11100]: (debug): CMX Pool processing NMSP

message (id: event NMSP_APP_LBS_DOWN(201), length: 48, client: 0, CMX id: 32)

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-db] [11100]: (info): Ending transaction (TID: -1,

ref count: 1, started: 0, abort: 0)

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-db] [11100]: (info): Ended transaction (TID: -1,

ref count: 0, started: 0, abort: 0)

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-client] [11100]: (debug): NMSP IPC sent message

to NMSPd NMSP message (id: event NMSP_APP_LBS_DOWN(201), length: 48, client: 0, CMX id: 32)

successfully

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-main] [11100]: (info): CMX [63.33.127.190]:[32]:

successfully broadcasted IPC event NMSP_APP_LBS_DOWN(201)

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-main] [11100]: (note): CMX [63.33.127.190]:[32]:

down

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-main] [11100]: (debug): NMSP timer 0xab774af4:

close

2020/02/24 18:40:30.774 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): Decrease reference count

for https_con object: Now it's 1

クラウドとの接続の成功のための放射性トレースの例:

2020/02/24 18:53:20.634 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (note): Server did not reply to

V2 method. Falling back to V1.

2020/02/24 18:53:20.634 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): Cloud authentication 2

step failed, trying legacy mode

2020/02/24 18:53:20.634 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (note): Set connection status

from HTTP_CON_AUTH_PROGRESS_2STEP to HTTP_CON_AUTH_IDLE

2020/02/24 18:53:20.634 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): tenant ID:

vasilijeperovic

2020/02/24 18:53:20.634 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): hostname is:

data.dnaspaces.eu

2020/02/24 18:53:20.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (note): Starting authentication

V1 using Heartbeat URL https://data.dnaspaces.eu/api/config/v1/nmspconfig and Data URL

https://data.dnaspaces.eu/networkdata

2020/02/24 18:53:20.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (note): Set connection status

from HTTP_CON_AUTH_IDLE to HTTP_CON_AUTH_PROGRESS_1STEP

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): tenant ID:

vasilijeperovic

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): hostname is:

data.dnaspaces.eu

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): Authenticator V1 get

heartbeat host: https://data.dnaspaces.eu/api/config/v1/nmspconfig

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): Authenticator V1 get

access token: eyJ0eX[information omitted]rpmRq0g

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-db] [11100]: (debug): DNSs used for cloud

services: 208.67.222.222,208.67.220.220

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): Using nameservers:

208.67.222.222,208.67.220.220

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): IP resolution preference

is set to IPv4

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-https] [11100]: (debug): Not using proxy for



cloud services

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-dump-https] [11100]: (debug): Found bundle for

host data.dnaspaces.eu: 0xab764f98 [can multiplex]

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-dump-https] [11100]: (debug): Re-using existing

connection! (#0) with host data.dnaspaces.eu

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-dump-https] [11100]: (debug): Connected to

data.dnaspaces.eu (63.33.127.190) port 443 (#0)

2020/02/24 18:53:21.635 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-dump-https] [11100]: (debug): Using Stream ID: 3

(easy handle 0xab761440)

2020/02/24 18:53:21.636 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-dump-https] [11100]: (debug): POST

/api/config/v1/nmspconfig/192.168.1.10?recordType=nmsp_hrbt_init&jwttoken=eeyJ0eX[information

omitted]70%3A69%3A5a%3A74%3A8e%3A58 HTTP/2

Host: data.dnaspaces.eu

Accept: */*

Accept-Encoding: gzip

2020/02/24 18:53:21.665 {nmspd_R0-0}{1}: [nmsp-dump-https] [11100]: (debug): We are completely

uploaded and fine

HTTP/2 200
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