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概要

この技術情報は方法で設定 例例を Cisco DNA センターによって非ファブリック Catalyst 9800 ワ
イヤレス LAN コントローラを追加し、管理し提供する提供します。

前提条件

Catalyst 9800 および DNA センター 設定の基本的な知識

要件

Catalyst 9800 WLC のソリューション 互換性 requriements のためにソフトウェア互換性マトリッ
クスをおよび Cisco DNA センター参照して下さい。

使用するコンポーネント

16.10.1e リリースの 9800-CL。

1.2.10 リリースの Cisco DNA センター。

設定

C9800 GUI から:

C9800 GUI>> Administration>>SNMP へのナビゲート1.
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Enabled ボタンをクリックして SNMP モードを有効に して下さい。 コミュニティ ストリン
グ ページにナビゲート し、読み取りと書き込みの読み取り専用および「rw」のための 2 人
のコミュニティ「ro」を追加して下さい

2.

注: この例で V2 コミュニティを使用します。 また V3 コミュニティを使用できます。

「保存見つけて下さい及びデバイスに適用して下さい」を

「rw」コミュニティを追加するために再度『Add』 をクリック して下さい。



「保存見つけた後及びデバイスに適用して下さい」を下記にとしてリストされている両方の V2
コミュニティに会うはずである:

C9800 に話す DNA-C に関しては NETCONF を有効に し、C9800 のローカル許可 プロファ
イルを有効に する必要があります。 これを実現させる最も簡単な方法は C9800
GUI>>Administration>> コマンド ライン インターフェースからナビゲート することです

3.



このページは GUI からの CLI （SSH セッション）のようです。 貼り付けを下記のコマンド
Command Line Interface セクションの「設定」モードにコピーし、実行して下さい「実行コ
マンド」を

4.

netconf ヤン

aaa authorization exec デフォルト ローカル



C9800 は cisco DNA-C の今準備をされます

cisco DNA-C GUI から:

Cisco DNA-C GUI にログイン して下さい 1.

Web ページの右上隅で、Tools メニューをクリックし、「コンポーネント」タブを選択して
下さい

2.



注: 彼" discovery " メニュー 代わりに usning C9800 デバイスを検出できます。

Inventory ページで、右上隅で"Add"を クリックする3.

C9800 WLC 詳細を入力して下さい 4.



CLI/Netconf/GUI 設定を編集するためにスクロールして下さい:



C9800 のデフォルト NETCONF ポートはポート 830 です。



"Add"を クリックする デバイスは cisco DNA-C コンポーネントに追加されます。 デバイスが「
管理された」状態にあること検証することを確かめて下さい

C9800 は Cisco DNA-C に今追加されます。

Cisco DNA-C による提供 C9800

ステップ1: 設計

Home ページ Cisco DNA-C から設計タブをクリックして下さい1.

サイト マップおよび平面図はネットワーク階層タブに既に追加されてしまいました。 

ワイヤレス SSID を追加することは「ワイヤレス」に、「ネットワーク設定」をクリックす
るために記録し、ナビゲート し、次に"Add"を クリックする

2.



アクセスセキュリティ設定にスクロールし、PSK パスワードを設定して下さい。

ワイヤレス プロファイルを特定のサイトに割り当てられるために設定する「次の」タブ連れて来
ますクリックすることは「ワイヤレス プロファイル」タブをに。





「完了」ボタンをクリックすることはちょうど作成したワイヤレス ポリシー プロファイル両方お
よび WLAN を追加する必要があります。

ステップ2: 提供

WLAN およびプロファイルが設計されていたので、それぞれ WLC にそれらを提供できます。 こ
れのために、Cisco DNA-C の上の「プロビジョニングする」タブをクリックして下さい

プロビジョニングする メニューで、デバイス目録「フィルタ」オプションの下でデバイス
名のためにフィルタリングできます。

1.



WLC を選択し、「操作」フィールドに浮かび」、提供するためにナビゲート して下さい「2.

サイトにデバイスを追加して下さい 3.



この例 AP および WLC では同じ位置にあって下さい、要約 ページからの設定を過ぎておよ
び導入および拡張設定ステップここにスキップできます。

4.





 プロビジョニングが正常検証して下さい:

次のステップは上でと同じ方式を使用してアクセス ポイントを提供することです。5.



今 C9800 GUI>>Configurations>>WLAN からのプロビジョニング ステータスを検証できま
す

6.



Cisco DNA-C によって今正常に WLC/AP を提供しました

トラブルシューティング

クラスタの「各」Cisco DNAC の CLI からの Cisco DNA-C 「sudo RCA から」;

C9800 CLI から:

デバッグ：



debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug 

show platform software yang-management process

すべてのプロセスが動作しているかどうか確かめます。

netconf ヤンが動作する場合、gnmib が UP 状態であるはずである以外すべてのプロセス
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