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AppNav の設定
この章では、Cisco WAAS AppNav を設定する方法について説明します。AppNav は、プロビジョニン
グ、可視性、拡張性、非対称性、ハイ アベイラビリティにより WAN 最適化のネットワーク統合を簡
素化し、問題を解決するハードウェアおよびソフトウェア ソリューションです。
この章では、次の事項について説明します。

• 「AppNav について」（P.4-1）
• 「導入の前提条件」（P.4-10）
• 「注意事項および制約事項」（P.4-11）
• 「AppNav クラスタの設定」（P.4-12）
• 「AppNav クラスタのモニタリング」（P.4-51）

AppNav について
AppNav は、強力なクラスおよびポリシー メカニズムを使用して最適化のために WAAS デバイス間で
トラフィックを分散することで、代行受信スイッチやルータへの依存を大幅に削減します。WAAS
ノード（WN）を使用し、サイトやアプリケーションに基づいてトラフィックを最適化できます。
AppNav ソリューションには、ノード間でトラフィックを分散させる際に WAAS デバイスの使用率を
考慮することで、使用可能な容量まで拡張する機能があります。また、このソリューションは、ノード
の過負荷状態や稼働状況を監視し、設定可能なエラーや過負荷のポリシーを提供することで、最適化容
量のハイ アベイラビリティを実現します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「システム コンポーネント」（P.4-1）
• 「AppNav コントローラ導入モデル」（P.4-3）
• 「AppNav コントローラ インターフェイス モジュール」（P.4-4）
• 「AppNav ポリシー」（P.4-5）

システム コンポーネント
AppNav ソリューションは次のコンポーネントで構成されます（図 4-1 を参照）。
• AppNav コントローラ（ANC、またはルータ上の AC）：ネットワーク トラフィックを代行受信
し、AppNav ポリシーに基づき、そのトラフィックを 1 つまたは複数の WAAS ノード（WN）に
配信するデバイス。デバイスは次のうちのいずれかです。
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– Cisco AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを搭載した WAAS アプライアンス
– AppNav-XE（このマニュアルでは AppNav-XE デバイスと呼びます）を実行する Cisco IOS
XE Release 3.9（またはそれ以降のリリース）を搭載した Cisco ルータ
同じ AppNav クラスタ内の異なるプラットフォームで ANC を混在させることはできません。

• AppNav コントローラ グループ（ANCG、またはルータ上の ACG）：非対称フローを処理し、高
可用性を提供するために必要なインテリジェンスを共同で提供する AppNav コントローラ のグ
ループ。ANCG は ANC で設定されます。ANCG は ANC ベースの最大 8 つの WAAS アプライア
ンス、または ANC ベースの 4 つの AppNav-XE を搭載することができます（これらは、同じメモ
リ構成を持つ同じルータ プラットフォーム上に存在する必要があります）。

• WAAS ノード（WN、またはルータ上の SN）：デバイスに設定された最適化ポリシーに従ってト
ラフィックを最適化し、加速する WAAS 最適化エンジン（WAE または WAVE アプライアンス、
NME-WAE または SM-SRE ネットワーク モジュール、または vWAAS インスタンス、ただし
（CLI やルー
WAAS Express デバイスを除く）。クラスタ内に WN を最大 32 個まで搭載できます。
タでは、WAAS ノードはサービス ノードとも呼ばれます）。
• WAAS ノード グループ（WNG、またはルータ上の SNG）：AppNav ポリシーによって識別された
特定のトラフィック フローのセットを保守する WAAS ノードのグループ。WNG は ANC で設定
されます。クラスタ内に WNG を最大 32 個まで搭載できます。（CLI やルータでは、WAAS ノー
ド グループはサービス ノード グループとも呼ばれます）。

• AppNav クラスタ：クラスタ内のすべての ANC および WN デバイスのグループ。
• AppNav コンテキスト：1 つの AppNav コントローラ グループ（ANCG）、1 つ以上の WAAS ノー
ド グループ（WNG）、および関連する AppNav ポリシーをグループ化する最上位のエンティティ。
AppNav コンテキストは ANC 上に設定されます。WAAS アプライアンス ANC を使用する場合
は、AppNav コンテキストは 1 つしかありませんが、AppNav-XE ANC を使用する場合は、最大
32 個の AppNav コンテキストを定義できます。それらは、ルータ上に定義された異なる仮想ルー
ティングおよび転送（VRF）インスタンスに関連付けられます。
図 4-1

AppNav ソリューションのコンポーネント
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サービス コンテキスト内で、WAAS デバイスは次の 2 つのモードのいずれかで動作します。

• アプリケーション アクセラレータ：デバイスはサービス コンテキスト内で WN としてのみ機能し
ます。これは、ANC からトラフィックを受信し、トラフィックを最適化し、トラフィックを宛先
に渡すために ANC に返します。すべての種類の WAAS デバイスまたは vWAAS インスタンスを
WN にできます。
• AppNav コントローラ：デバイスはネットワーク トラフィックを代行受信する ANC として動作
し、フロー ポリシーに基づいて、そのトラフィックを 1 つ以上の WN に最適化のために分散しま
す。Cisco AppNav コントローラ インターフェイス モジュール、または AppNav-XE デバイスを含
む WAVE アプライアンスだけが ANC として機能します。WAAS アプライアンス ANC は、WN
としても機能し、WNG の一部としてトラフィックを最適化できます。

AppNav コントローラ導入モデル
次の 2 つの方法で、WAAS アプライアンス AppNav コントローラ をネットワークに展開できます
（図 4-2 を参照）。

• in-path：ANC は物理的に 1 つ以上のネットワーク要素間に配置され、トラフィックはインライン
モードでデバイス上に設定されているブリッジ グループを通過できます。

• off-path：ANC は、ネットワーク インフラと連携して動作し、Web キャッシュ通信プロトコル
（WCCP）を経由するトラフィックを代行受信します。

ANC は、パス内配置とパス外配置の両方で同じ機能を提供します。いずれの場合も、ANC のみがス
イッチまたはルータからの代行受信に参加します。次に、ANC は、設定されているポリシーおよび
WN 使用率を考慮する一貫性のある予測可能なアルゴリズムを使用して、WN にフローを配信します。
図 4-2 では、WAAS ノードは図のスイッチのいずれかまたは両方に接続できます。
図 4-2

WAAS アプライアンス AppNav 導入モデル

AppNav-XE ANC には、図 4-2 示す in-path 図に似た導入モデルがあります。プラットフォームの選択
時に、Central Manager のクラスタ ウィザードで特定の導入図を確認できます。
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AppNav コントローラ インターフェイス モジュール
ANC として動作している WAAS アプライアンスには、Cisco AppNav コントローラ インターフェイス
モジュール が必要です。これは、標準 WAVE アプライアンス インターフェイス モジュールに似てい
ますが、ネットワーク プロセッサ、高速 TCAM（Ternary Content Addressable Memory）などの追加
ハードウェアを含み、インテリジェントで高速のフロー処理を行います。次の AppNav コントローラ
インターフェイス モジュールがサポートされます。

• 1 GB 銅製 12 ポート AppNav コントローラ インターフェイス モジュール
• 1 GB SFP 12 ポート AppNav コントローラ インターフェイス モジュール
• 10-GB SFP+ 4 ポート AppNav コントローラ インターフェイス モジュール

AppNav コントローラ インターフェイス モジュール インターフェイスは、導入の in-path または
off-path モデルのいずれかをサポートするために別々に設定します。
• in-path：ANC はインライン代行受信モードで動作し、少なくとも 1 つのインライン ブリッジ グ
ループが AppNav コントローラ インターフェイス モジュール 上に設定されます。ブリッジ グルー
プは、複数の物理または論理（ポート チャネル）インターフェイスで構成されます。

• off-path：ANC は WCCP 代行受信モードで動作し、1 つの物理または論理（スタンバイまたは
ポート チャネル）インターフェイスが IP アドレスで設定されます。

AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上のインターフェイスには 3 つの機能があります。
• 代行受信：ネットワークから代行受信されたトラフィックおよびネットワークへの出力トラフィッ
クを受信するために使用します。代行受信インターフェイスは、AppNav コントローラの配置に基
づいて暗黙で設定され、この機能には明示的な設定は必要ありません。

• 配信：WN にトラフィックを配信し、WN からの出力トラフィックを受信するために使用します。
配信インターフェイスは、クラスタ内トラフィックのクラスタ インターフェイスとして明示的に
設定され、IP アドレスを割り当てる必要があります。

• 管理：管理インターフェイスは任意で管理トラフィック専用に指定でき、通常のデータ パスから
分離できます。管理トラフィックにはアプライアンスの組み込みインターフェイスのいずれかを使
用し、代行受信および配信に AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上の高性能イン
ターフェイスを予約することを推奨します。
最高のパフォーマンスを実現するには代行受信と配信に別々のインターフェイスを使用する必要があり
ますが、両方の機能に同じインターフェイスを使用することもできます。

AppNav コントローラ インターフェイス モジュールは、ポート チャネルおよびスタンバイ論理イン
ターフェイスをサポートします。ポート チャネルでは、複数の物理インターフェイスを単一の論理イ
ンターフェイスにまとめることで、リンクの帯域幅を増加させることができます。スタンバイ イン
ターフェイスでは、障害が発生した場合のバックアップ インターフェイスを指定できます。

AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上のインターフェイスは次のものをサポートしま
す。

• 単一のポート チャネル グループにまとめられた、最大 8 個の物理インターフェイスを持つ最大 7
個のポート チャネル。

• 物理または論理インターフェイス上に設定されている最大 5 個のブリッジ グループ。

AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上のインターフェイスは次のものをサポートしま
せん。

• fail-to-wire 機能
• ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）
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AppNav ポリシー
AppNav ポリシーは、使用可能な WN に ANC がトラフィックを分散する方法を制御する、フロー分散
ポリシーです。
AppNav ポリシーは、1 つ以上の一致条件に従ってトラフィックを分類するクラス マップおよび各クラ
スの WNG に配信アクションを指定するルールを含むポリシーで構成されます。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「クラス マップ」（P.4-5）
• 「ポリシー」（P.4-5）
• 「ネストされたポリシー」（P.4-6）
• 「サイトおよびアプリケーション アフィニティ」（P.4-7）
• 「デフォルト ポリシー動作」（P.4-9）

クラス マップ
AppNav クラス マップは、次の 1 つ以上の一致条件に従ってトラフィックを分類します。
• ピア デバイス ID：1 台のピア WAAS デバイスからのトラフィックに一致します。1 つのサイトか
らまたはサイト グループからのトラフィック処理になる場合があります。
たとえば、この種類の一致を使用して、1 つのブランチ オフィスにサービスを提供するピア デバ
イスからのすべてのトラフィックを分類できます。

• 送信元 IP および / または宛先 IP および / または宛先ポートの 3 タプル（特定のアプリケーションか
らのトラフィックと一致）。
たとえば、この種類の一致を使用して、ポート 80 を使用するすべての HTTP トラフィックを分類
できます。

• 1 つのピア デバイス ID と送信元 IP および / または宛先 IP および / または宛先ポートの組み合わせ
（1 つのサイトからのアプリケーション固有のトラフィックと一致）。
たとえば、この種類の一致を使用して、1 つのブランチ オフィスにサービスを提供するピア デバ
イスからのすべての HTTP トラフィックを分類できます。

class-default クラス マップ（または AppNav-XE クラスタ上の APPNAV-class-default）は、任意のト
ラフィックと一致するように定義されたシステム定義のデフォルト クラス マップです。デフォルトで
は、各ポリシーの最後のルールに配置され、他のクラスと一致しないトラフィックを処理します。

ポリシー
AppNav コントローラは、最適化のために着信フローをクラスマップと一致させ、ポリシー内のポリ
シー ルールがクラス マップを特定の WNG へのフローの配信などのアクションと関連付けます。ポリ
シー内でルールが一覧表示される順序が重要です。ポリシーの一番上から開始して、フローと一致する
最初のルールが配信先の WNG を決定します。
ポリシー ルールは、フローに対して実行する 4 種類のアクションを指定できます。

• フローの配信先のプライマリ WNG を指定します（必須）。
• プライマリ WNG が使用できないか、または過負荷になっている場合は、配信用にバックアップ
WNG を指定します（オプションです。AppNav-XE クラスタではサポートされません）。
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プライマリ WNG は、グループ内のすべての WN が過負荷になるまで（接続の最大数の 95% に達
するまで）、またはその他の理由で使用不可となるまで、すべてのトラフィックを受信し、それ以
降は、トラフィックはバックアップ WNG に配信されます。1 番目の WNG の WN が使用可能にな
ると、トラフィックは再度そこに配信されます。両方の WNG のすべての WN が過負荷になった
場合、トラフィックは最適化せずに通過します。

• クラスと一致したアプリケーションのトラフィックに対応するアプリケーション アクセラレータ
の負荷をモニタします（任意）。

WNG 内の 1 つの WN 上のモニタされているアプリケーション アクセラレータが過負荷になると
（接続の最大数の 95% に達すると）、その WN は過負荷状態と見なされ、トラフィックはグループ
内の別の WN に転送されます。すべての WN が過負荷になると、トラフィックはバックアップ
WNG に配信されます。このアプリケーション アクセラレータ モニタリング機能は、クリティカ
ル アプリケーションの最適化に役立ち、MAPI および SMB アクセラレータに推奨されます。
• フローに適用するネストされたポリシーを指定します（オプションです。AppNav-XE クラスタで
はサポートされません）。
詳細については、「ネストされたポリシー」（P.4-6）を参照してください。

WNG 内では、フローはハッシュを使用して WN の間で配信されます。WN が最大容量に達するか、
または使用できなくなった場合、新規フローは送信されません。新しいフローは、正しく最適化できる
ように WNG 内の他の使用可能な WN に送信されます。使用不能の WN がその後再び使用可能になっ
た場合、同じクライアント / サーバ ペアが、これまでどおりこの WN をハッシュします。

（注）

MAPI または ICA アプリケーション アクセラレーションを実行している WN が過負荷になった場合、
既存の MAPI と ICA セッションに関連付けられたフローは、同じ WN がこれらのタイプのフローを処
理するという要件のために、引き続き同じ WN に送信されます。ただし、新しい MAPI および ICA フ
ローは他の WN に配信されます。
通常、クラスタ内のすべての ANC に同じポリシーがありますが、AppNav ポリシーは各 ANC に固有
です。それぞれの ANC がその AppNav ポリシーを照会し、特定のフローにどの WNG を使用するかを
判断します。クラスタ内の異なる ANC には異なる AppNav ポリシーを設定でき、これにより特定の場
合の配信をカスタマイズできます。たとえば、クラスタに別の場所にある ANC と WN が含まれている
場合、ANC が近くの WN にトラフィックを配信する方が望ましい場合があります。

（注）

AppNav-XE クラスタでは、AppNav ポリシーは、コンテキストのすべて ANC で同一である必要があ
ります。

ネストされたポリシー
ポリシー規則は 1 つのネストしたポリシーを指定でき、これにより、クラスで識別されたトラフィック
を分割して、それぞれを異なる方法で処理することができます。ネストされたポリシーには次の 2 つの
利点があります。

• 別のポリシーを共通の下位分類ツールとして使用できます。
たとえば、モニタリング アクションを含むポリシーを定義し、プライマリ ポリシーの複数のクラ
スにサブポリシーとして適用できます。

• match-any 特性と match-all 特性の両方を持つクラス マップを 1 つのサブクラスに含めることがで
きます。
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ネストされたポリシー機能は、第 1 レベルでサイトベース クラス（ピア ID と一致）、第 2 レベルでア
プリケーションベース サブクラス（IP アドレス / ポートと一致）と使用するように設計されています。
第 1 レベルのポリシーに限り、一致ピア条件を使用するクラスを含めることができます。

（注）

AppNav-XE クラスタは、ネストされたポリシーをサポートしません。

サイトおよびアプリケーション アフィニティ
特定のピアの場所（サイト アフィニティ）、アプリケーション（アプリケーション アフィニティ）、ま
たはこの 2 つの組み合わせにサービスを提供するために、WNG をプロビジョニングできます。サイト
またはアプリケーション アフィニティに WNG を使用すると、次の利点があります。

• プロビジョニング：トラフィックのクラスをローカライズし、プロビジョニングおよびパフォーマ
ンスのモニタリングを制御できます。たとえば、Sharepoint のようなビジネスに不可欠なアプリ
ケーションやビジネスに不可欠なサイトは、キャパシティを保証でき、パフォーマンスを綿密にモ
ニタできます。

• アプリケーション パフォーマンスの強化：サイトに属するデータを 1 つまたは少数の WN に制限
することで圧縮パフォーマンスが向上します。これにより、データ冗長性除去（DRE）キャッ
シュの使用率が向上します。
図 4-3 は、サイトおよびアプリケーションをノード グループに関連付ける方法を示します。次の WNG
が定義されています。

• WNG-1：サイト A および B のみからのフローを処理する 2 個の WN で構成されます。
• WNG-2：任意のサイトからの HTTP および SSL フローを処理する 2 個の WN で構成されます。
サイト A およびサイト B からの HTTP および SSL フローを WNG-2 または WNG-1 のいずれに
よって処理するかは、ポリシー内のルールの順序で決まります。

• WNG-3：任意のサイトからの MAPI フローを処理する 2 個の WN で構成されます。サイト A お
よびサイト B からの MAPI フローを WNG-3 または WNG-1 のいずれによって処理するかは、ポ
リシー内のルールの順序で決まります。

• WNG-4：3 個の WN で構成されます。他のクラス マップと一致しないすべてのフローが送信され
るように、class-default クラスはこの WNG に適用されます。
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図 4-3

サイトおよびアプリケーション アフィニティを使用したフロー配信
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ここでは、次の内容について詳しく説明します。

• 「サイト アフィニティ」（P.4-8）
• 「アプリケーション アフィニティ」（P.4-9）
サイト アフィニティ
サイト アフィニティでは、常に 1 つのサイトから特定の WNG にすべてのトラフィックを送信できま
す。これにより、クリティカルなサイトの最適化容量を予約でき、DRE キャッシュの使用率を改善し
て圧縮パフォーマンスを向上できます。

1 つのサイトだけではない任意のロケーションからのトラフィックをクラス マップで一致させ、WNG
に関連付けることができます。
サイト アフィニティは、サイト内の WAE のデバイス ID と一致するクラス マップを設定することによ
り実装できます。サイトの WCCP ファームまたはシリアル インライン クラスタに複数の WAE がある
場合、クラス マップに複数のデバイス ID を指定します。次に、クラス マップをポリシー ルール内の
WNG への配信アクションに関連付けます。どの IP アドレスがサイトで使用されているかを把握して
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4-8

OL-28839-01-J

第4章

AppNav の設定
AppNav について

おり、サイトの IP アドレスと整合性のあるポリシー設定が維持されている場合は、クラス マップの送
信元 IP アドレスまたはサブネットを使用してサイトを識別することもできます。ただし、サイト ア
フィニティの設定では、ピア デバイス ID を使用することを推奨します。

（注）

ピア ID ベース クラス マップは、WAAS 自動検出 TCP オプションを伝送する一致フローに対してだけ
機能します。データセンターでサイト ピア ID と一致するようにクラスを設定すると、その同じクラス
は、データセンターから発信されて同じサイトに戻るフローなど、反対方向に発信するフローと一致し
ません。このようなフローの数は、サイトからデータセンターへのフローと比較すると、通常少ないで
す。
両方向のフローを同じ WNG に送信する場合、2 つのクラス マップを設定する必要があります。1 つは
通常はサイト デバイス ID を使用してサイトからデータセンター方向に一致するクラス マップ、もう 1
つはサイトに属する宛先 IP サブネットを使用してデータセンターからそのサイト方向に一致するクラ
ス マップです。両方のクラス マップを同じ WNG にトラフィックを配信するように設定できます。
メッシュ ネットワークは、フローが両方向に発信できる特定の使用例です。
サイトの WAE が過負荷状態か、その他の理由で自動検出オプションにより SYN パケットにマークを
付けない場合、ANC はパケットとピア一致クラス マップを照合できません。

アプリケーション アフィニティ
アプリケーション アフィニティでは、常に特定のアプリケーション トラフィックを特定の WNG に送
信できます。これにより、ビジネスの優先順位に応じてさまざまなアプリケーションの最適化容量を予
約できます。

AppNav フロー配信のコンテキストでは、アプリケーションは送信元 IP、宛先 IP、および宛先 TCP
ポートの 3 タプルを使用して定義されます。フロー配信では、実際のトラフィック タイプは重要では
ありません。たとえば、異なる宛先ポートまたは異なるサーバの IP アドレス宛ての HTTP トラフィッ
クに個別の WNG を使用できます。宛先 IP とポートは、アプリケーションのアフィニティを使用する
場合に最も役立ちますが、送信元 IP を使用することも、目的のトラフィックを定義するために役立ち
ます。

FTP などの少数のプロトコルは、ダイナミック宛先ポートを使用します。アクティブ モードの FTP
サーバは、ダイナミック宛先ポートを使用して FTP クライアントへのデータ接続を開始します。この
ポートは、適切に定義された宛先ポート 21 を使用してクライアントからサーバへ制御チャネルを介し
て交換されます。FTP のクラス マップを定義することを考えてみます。宛先ポートは事前にわからな
いため、制御接続とデータ接続の両方を同じクラスにマッピングできません。この場合、クライアント
IP アドレスまたはサブネットを使用してデータ接続の宛先 IP アドレスと照合することを推奨します。
2 つのクラス マップを設定する必要があります。1 つは宛先ポート 21 を使用する制御チャネル用、も
う 1 つは宛先 IP アドレスを使用するデータ チャネル用です。両方のクラス マップが同じ WNG にトラ
フィックを配信するように、ポリシー ルールを設定できます。

Central Manager でカスタム クラス マップ タイプと呼ばれる、match-all クラス マップでピアの一致と
3 タプルの一致を組み合わせることで、サイトからのトラフィックをアプリケーションにさらに分類で
きます。個別の WNG を定義できます。たとえば、特定のサイトからの HTTP トラフィック用、同じ
サイトからの CIFS トラフィック用などです。

デフォルト ポリシー動作
次のデフォルト クラス マップがあります。

• CIFS：宛先ポート 139 および 445 のトラフィックと一致
• Citrix-ICA：宛先ポート 1494 のトラフィックと一致
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• Citrix-CGP：宛先ポート 2598 のトラフィックと一致
• epmap：宛先ポート 135 のトラフィックと一致
• HTTP：宛先ポート 80、3128、8000、8080、および 8088 のトラフィックと一致
• HTTPS：宛先ポート 443 のトラフィックと一致
• MAPI：MS RPC MAPI アプリケーション（動的なポート割り当て）のトラフィックと一致
• NFS：宛先ポート 2049 のトラフィックと一致
• RTSP：宛先ポート 554 および 8554 のトラフィックと一致
• class-default または APPNAV-class-default：任意の TCP トラフィックに一致します（このクラス
マップは編集または削除できません）

Central Manager AppNav クラスタ ウィザードを使用して AppNav クラスタ を作成する場合、ウィ
ザードはデフォルト ポリシーを作成します。このポリシーは、デフォルトでクラスタ内のすべての
ANC に割り当てられ、次の特性を持つ class-default ポリシー ルール（AppNav-XE クラスタ上の
APPNAV-class-default）のみを含みます。
• class-default（任意の TCP）トラフィック（AppNav-XE クラスタ上の APPNAV-class-default）に
一致します。

• class-default トラフィックをデフォルトの WNG に配信します。これには、バックアップ WNG が
指定されていない、ウィザードによって作成されたすべての WN が含まれます。
• ネストされたポリシー waas_app_default が含まれます。これにより、ビデオ（RTSP）を除く各デ
フォルト クラス マップのアプリケーション モニタリングが提供されます。（ネストされたポリ
シーをサポートしない AppNav-XE クラスタで使用されていない場合）。

Central Manager を使用して、ピアの一致または送信元または宛先 IP アドレスの一致を使用する
（ただし、ポートの一致は使用しない）任意のクラスのポリシー ルールを作成する場合、
waas_app_default ポリシーがネストされたポリシーとして自動的に追加されます。
waas_app_default ポリシーはシステムによって作成され、すべてのアプリケーション アクセラ
レータ（ビデオを除く）をモニタします。そのため、ビデオ アクセラレータ用でない限り、ポリ
シー ルールにアプリケーション アクセラレータ モニタリングを手動で追加する必要はありませ
ん。
クラスタの作成に Central Manager AppNav クラスタ ウィザードを使用しない場合、デフォルトのフ
ロー配信はありません。したがって、着信フローが AppNav ポリシー内の任意のクラスと一致しない
場合、フローは WNG に配信されず、代わりに通過します。

WNG が定義されていても、ポリシー ルールで使用されないと、フローを受信しません。ポリシーが定
義されていても、ANC に適用されないと、有効になりません。
ポリシー ルールのデフォルト アクションは「なし」で、コンテキストに依存します。トップ レベルの
ポリシーではパス スルーを意味し、ポリシーがネストされている場合は、親ポリシー ルールのアク
ションを継承することを示します。

導入の前提条件
AppNav には、次の前提条件があります。
• AppNav コントローラ として使用される WAAS アプライアンスには、Cisco AppNav コントロー
ラ インターフェイス モジュールを搭載する必要があります。

• 各 WAAS アプライアンス AppNav コントローラ は、appnav-controller デバイス モードで設定す
る必要があります。
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• AppNav-XE デバイスを使用する場合、Central Manager でそれらのデバイスを管理するには、
Central Manager に登録され、アクティブ化される必要があります。AppNav-XE の登録の詳細に
ついては、「Cisco IOS ルータ デバイスの管理」（P.10-29）を参照してください。

（注）

AppNav-XE デバイス CLI からクラスタを設定することにより、Central Manager を使用せずに、小規
模な展開で AppNav-XE デバイスを使用できます。詳細については、ルータのマニュアルを参照してく
ださい。

注意事項および制約事項
AppNav 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。
• AppNav クラスタ には次の最大のものを含めることができます。
– WAAS アプライアンスを使用する場合は 8 個の ANC、AppNav-XE を使用する場合は 4 個の
ANC
– 32 個の WN
– 32 個の WNG
– WAAS アプライアンスを使用する場合は 1 個のサービス コンテキスト、AppNav-XE デバイ
スを使用する場合は 32 個のサービス コンテキスト
• AppNav クラスタ 内の異なるプラットフォームで ANC を混在させることはできません。
• ANCG 内のすべての ANC には、設定内に同じ ANC および WNG のセットが必要です。
• 1 個の WNG 内のすべての WN では、同じ最適化ポリシーが設定されている必要があります。
• AppNav-XE デバイスでは、クラスタ内のすべての ANC に同じ AppNav 設定（クラス マップ、ポ
リシー マップ、VRF など）が必要です。
• AppNav クラス マップおよびポリシーは、Central Manager から、デバイス レベルではなく、クラ
スタ レベルでだけ設定できます。デバイス レベルでは、クラス マップとポリシーの表示だけが可
能です。

• WAAS アプライアンス クラスタのサービス コンテキスト内に、次の最大ポリシー エンティティを
定義できます。

– 1024 個の一致条件
– 512 個の AppNav クラス マップ
– AppNav ポリシーごとに 64 個のルール
– 64 個の AppNav ポリシー。ただし、1 つのポリシーだけがサービス コンテキストにアクティ
ブにバインドされ、特定の ANC 上のフロー配信に使用されます。
• AppNav-XE クラスタに対して、次の最大ポリシー エンティティを定義できます。
– クラス マップごとに 32 個の一致条件
– 16384 個の AppNav クラス マップ
– AppNav ポリシーごとに 1000 個のルール
– 1024 個の AppNav ポリシー
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• インライン モードのブリッジ グループで設定された AppNav コントローラ インターフェイス モ
ジュール インターフェイスには fail-to-wire 機能はありません。この機能は、デバイスに障害が発
生したり、電源が切れた場合、トラフィックがインターフェイスをバイパスできるようにします。
したがって、インライン モードを使用している場合、ハイ アベイラビリティを実現するために複
数の AppNav コントローラ アプライアンスを導入することを推奨します。

• 仮想ブレードは、AppNav コントローラとして動作している WAAS アプライアンスではサポート
されません。

• AppNav-XE デバイスでは、ANC から WN にアクセスするのに VRF を使用しないでください。
• AppNav-XE デバイスでは、トラフィックが GRE トンネル経由で伝送され、すべてのトラフィッ
クが 1 つのリンクで切り替えられるので、ANC と WN の間でポート チャネルを使用しないでくだ
さい。

• AppNav-XE デバイスは、代行受信インターフェイス上に設定された Overlay Transport
Virtualization（OTV）トラフィックを代行受信できません。
• ルータ上で EZConfig CLI ユーティリティを使用して AppNav-XE デバイスを設定した場合は、
WAAS Central Manager を使用して AppNav-XE デバイスを管理できません。ルータ上での
EZConfig ユーティリティによる AppNav-XE デバイスの管理と Central Manager を切り替えるに
は、ルータ CLI を使用して AppNav-XE クラスタとコンテキストを削除するか、またはデバイス
を Central Manager に登録し、デバイス設定が同期するまで待機する必要があります（約 10 分）。
その後、Central Manager を使用してクラスタとコンテキストを再作成します。Central Manager
の使用による AppNav-XE 設定の管理からルータ CLI の使用に切り替える場合は、Central
Manager からクラスタとコンテキストを削除し、ルータ CLI または EZConfig ユーティリティを
使用してクラスタとコンテキストを再作成する必要があります。

AppNav クラスタの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「設定のタスク フロー」（P.4-13）
• 「WAAS デバイス インターフェイスの設定」（P.4-13）
• 「ウィザードを使用した新しい AppNav クラスタの作成」（P.4-17）
• 「AppNav ポリシーの設定」（P.4-24）
• 「ACL の設定」（P.4-38）
• 「AppNav クラスタ 設定の構成」（P.4-38）
• 「AppNav コントローラ設定の構成」（P.4-40）
• 「WAAS ノードの設定」（P.4-44）
• 「WAAS ノード グループの設定」（P.4-45）
• 「WAAS ノード用の AppNav クラスタ 設定の構成」（P.4-45）
• 「AppNav クラスタへのデバイスの追加と削除」（P.4-46）
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設定のタスク フロー
AppNav クラスタを設定するには、次の手順を実行する必要があります。
1. 基本的なネットワーク設定で、個々の ANC および WN デバイスを設置し、設定します。WAAS
アプライアンスについては、「WAAS デバイス インターフェイスの設定」（P.4-13）を参照してく
ださい。AppNav-XE デバイスについては、ルータのマニュアルを参照してください。
2. Central Manager AppNav クラスタ ウィザードを使用して、クラスタの作成、代行受信モードの設
定、クラスタ設定の構成、クラスタ デバイスの選択、VRF の設定（AppNav-XE の場合）、トラ
フィック インターフェイスの設定、WCCP を使用する場合は WCCP 設定の構成を行います。
AppNav-XE を参照してください。
3. （任意）AppNav クラス マップを設定します。この手順は、デフォルト クラス マップ設定をカスタ
マイズする場合にだけ必要です。システムにより、ほとんどのアプリケーション アクセラレータ
に対応するトラフィックと一致するいくつかのデフォルト クラス マップ、およびすべてのトラ
フィックと一致する class-default クラス マップが追加されます。「AppNav クラス マップの設定」
（P.4-24）を参照してください。

4. （任意）AppNav ポリシーを設定します。この手順は、デフォルト ポリシーをカスタマイズする場
合にだけ必要です。システムにより、デフォルトですべての WN がグループ化されるノード グ
ループである WNG-Default WNG にすべてのトラフィックを配信するデフォルト ポリシーが追加
されます。「AppNav ポリシー内のルールの設定」（P.4-30）を参照してください。
5. （任意）WAAS ノード最適化クラス マップおよびポリシー ルールを設定します。この手順は、付
録 A「定義済み最適化ポリシー」に記載されているデフォルト最適化ポリシーをカスタマイズする
場合にだけ必要です。

6. （任意）WAAS アプライアンス ANC で代行受信 ACL を設定します。「ACL の設定」（P.4-38）を
参照してください。

WAAS デバイス インターフェイスの設定
AppNav クラスタを作成するために AppNav クラスタ ウィザードを使用する前に、WAAS デバイス イ
ンターフェイスを接続し、管理インターフェイスを設定する必要があります。設定は、管理トラフィッ
クが個別のインターフェイスを使用するか、トラフィック処理のインターフェイスを共有するかによっ
て異なります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「個別の管理インターフェイスによるインターフェイス設定」（P.4-14）
• 「共有管理インターフェイスによるインターフェイス設定」（P.4-15）
• 「インターフェイスの設定に関する考慮事項」（P.4-15）
デバイス インターフェイス設定の詳細については、第 6 章「ネットワーク設定の構成」を参照してく
ださい。インライン代行受信モードのブリッジ グループ設定の詳細については、「上でのインライン動
作の設定」（P.5-53）を参照してください。

（注）

AppNav-XE デバイスでのインターフェイスの設定の詳細については、Cisco ルータのマニュアルを参
照してください。
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個別の管理インターフェイスによるインターフェイス設定
管理トラフィックにトラフィック データ パスとは別の専用インターフェイスを使用する場合、この項
の説明に従ってデバイスを接続し、設定します。

AppNav コントローラ
ステップ 1

最後の AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートをクラスタ トラフィックのスイッチ
/ ルータ ポートに接続します。たとえば、このポートは 12 ポート モジュールの GigabitEthernet 1/11
または 4 ポート モジュールの TenGigabitEthernet 1/3 です。

ステップ 2

組み込みイーサネット ポートを管理インターフェイスのスイッチ / ルータ ポートに接続します。

ステップ 3

in-path（インライン）導入の場合、AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上の最初の
ポートのペア（たとえば、ブリッジ 1 の GigabitEthernet 1/0（LAN）と GigabitEthernet 1/1（WAN））
を対応するスイッチ / ルータ ポートに接続します。
デュアル インライン導入で、ANC が 2 番目のルータに接続されている場合、AppNav コントローラ イ
ンターフェイス モジュール上の 2 番目のポートのペア（たとえば、ブリッジ 2 の GigabitEthernet 1/2
（LAN）と GigabitEthernet 1/3（WAN））を対応するスイッチ / ルータ ポートに接続します。

ステップ 4

device setup コマンドを使用して次の設定を行います。
– デバイス モードを AppNav コントローラとして設定します。
– 組み込み管理ポートの IP アドレスとネットマスクを設定します。
– 組み込み管理ポートをプライマリ インターフェイスとして設定します。
– その他のネットワークおよび基本設定（デフォルト ゲートウェイ、DNS、NTP サーバなど）
を構成します。

– Central Manager の IP アドレスを入力して、デバイスを Central Manager に登録します。
ステップ 5

最後の AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートの IP アドレスとネットマスクを設
定し、DHCP を使用しないでください。必要に応じて、AppNav クラスタ ウィザードを使用してこれ
らの設定を行うこともできます。

WAAS ノード
ステップ 1

組み込みイーサネット ポートを管理インターフェイスのスイッチ / ルータ ポートに接続します。

ステップ 2

device setup コマンドを使用して次の設定を行います。
– デバイス モードをアプリケーション アクセラレータとして設定します。
– 組み込み管理ポートの IP アドレスとネットマスクを設定します。
– 組み込み管理ポートをプライマリ インターフェイスとして設定します。
– その他のネットワークおよび基本設定（デフォルト ゲートウェイ、DNS、NTP サーバなど）
を構成します。

– Central Manager の IP アドレスを入力して、デバイスを Central Manager に登録します。

Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド

4-14

OL-28839-01-J

第4章

AppNav の設定
AppNav クラスタの設定

共有管理インターフェイスによるインターフェイス設定
管理トラフィックにトラフィック データ パスで共有されるインターフェイスを使用する場合、この項
の説明に従ってデバイスを接続し、設定します。

AppNav コントローラ
ステップ 1

最後の AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートをクラスタ トラフィックのスイッチ
/ ルータ ポートに接続します。たとえば、このポートは 12 ポート モジュールの GigabitEthernet 1/11
または 4 ポート モジュールの TenGigabitEthernet 1/3 です。

ステップ 2

in-path（インライン）導入の場合、AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上の最初の
ポートのペア（たとえば、ブリッジ 1 の GigabitEthernet 1/0（LAN）と GigabitEthernet 1/1（WAN））
を対応するスイッチ / ルータ ポートに接続します。
デュアル インライン導入で、ANC が 2 番目のルータに接続されている場合、AppNav コントローラ イ
ンターフェイス モジュール上の 2 番目のポートのペア（たとえば、ブリッジ 2 の GigabitEthernet 1/2
（LAN）と GigabitEthernet 1/3（WAN））を対応するスイッチ / ルータ ポートに接続します。

ステップ 3

device setup コマンドを使用して次の設定を行います。
– デバイス モードを AppNav コントローラとして設定します。
– 最後の AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートの IP アドレスとネットマス
クを設定し、DHCP を使用しないでください。
– 最後の AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートをプライマリ インターフェ
イスとして設定します。

– その他のネットワークおよび基本設定（デフォルト ゲートウェイ、DNS、NTP サーバなど）
を構成します。

– Central Manager の IP アドレスを入力して、デバイスを Central Manager に登録します。

WAAS ノード
ステップ 1

組み込みイーサネット ポートを管理インターフェイスのスイッチ / ルータ ポートに接続します。

ステップ 2

device setup コマンドを使用して次の設定を行います。
– デバイス モードをアプリケーション アクセラレータとして設定します。
– 組み込み管理ポートの IP アドレスとネットマスクを設定します。
– 組み込み管理ポートをプライマリ インターフェイスとして設定します。
– その他のネットワークおよび基本設定（デフォルト ゲートウェイ、DNS、NTP サーバなど）
を構成します。

– Central Manager の IP アドレスを入力して、デバイスを Central Manager に登録します。

インターフェイスの設定に関する考慮事項
WAAS デバイス インターフェイス設定に関する注意事項は次のとおりです。
• ANC では、代行受信したトラフィックは AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上の
インターフェイスを経由する必要があります。
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• WN としても機能する ANC では、クラスタ インターフェイスは代行受信インターフェイスと同じ
です。

• WN では、クラスタ トラフィックは任意のインターフェイス（組み込みインターフェイスまたは
インターフェイス モジュールのいずれか）上で処理できます。

• AppNav の導入を簡素化するために、AppNav クラスタ ウィザードでは ANC 上に AppNav コント
ローラ インターフェイス モジュール ポートを設定するために次の規則が使用されます。

– クラスタ トラフィックのデフォルト ポートはモジュール上の最後のポートです（たとえば、
12 ポート モジュール上の GigabitEthernet 1/11、4 ポート モジュール上の TenGigabitEthernet
1/3）。
– in-path（インライン）導入の場合、デフォルトの代行受信ブリッジはモジュール上の最初の
ポートのペアです（たとえば、ブリッジ 1 の GigabitEthernet 1/0（LAN）と GigabitEthernet
1/1（WAN））。デュアル インライン導入で、ANC が 2 番目のルータに接続されている場合、
デフォルトの 2 番目の代行受信ブリッジはモジュール上の 2 番目のポートのペアです（たとえ
ば、ブリッジ 2 の GigabitEthernet 1/2（LAN）と GigabitEthernet 1/3（WAN））。

AppNav クラスタ ウィザードは、WAAS アプライアンスでの設定を簡素化するのに役立つ 4 種類の定
義済み導入モデルを使用します。各導入モデルでは、インターフェイスを特定の方法で接続し、設定し
ます。ただし、任意の方法でインターフェイスを設定できるカスタム オプションは除きます。4 つの定
義済みモデルのいずれかを使用してウィザードを実行する前に、必要なインターフェイスが次のいずれ
かの状態である必要があります。
• IP アドレスおよびネットマスクで設定されておらず、別の論理インターフェイスの一部として使
用されていない。（ただし、AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上の最後のポート
は、クラスタ トラフィックのデフォルト ポートであるため、IP アドレスを使用して設定できま
す）。
ウィザードでは、すべての必要なトラフィック インターフェイス設定を行います。

• 次の導入モデルの期待値に応じてウィザードによって適切に設定されている。
ここでは、4 つの定義済み導入モデルのそれぞれで使用されるインターフェイス設定について説明しま
す。

Single AppNav Controller WCCP Interception
12 ポート AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを使用する場合：
• ポート チャネル 1：ポート GigabitEthernet 1/10 および 1/11 が含まれます。
• クラスタ インターフェイス：ポート チャネル 1

4 ポート AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを使用する場合：
• クラスタ インターフェイス：GigabitEthernet 1/3

Dual AppNav Controllers WCCP Interception
12 ポート AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを使用する場合：
• ポート チャネル 1：ポート GigabitEthernet 1/10 および 1/11 が含まれます。
• ポート チャネル 2：ポート GigabitEthernet 1/8 および 1/9 が含まれます。
• スタンバイ グループ 1：インターフェイス ポート チャネル 1（プライマリ）およびポート チャネ
ル 2 が含まれます。
• クラスタ インターフェイス：スタンバイ グループ 1

4 ポート AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを使用する場合：
• スタンバイ グループ 1：ポート GigabitEthernet 1/2 および 1/3（プライマリ）が含まれます。
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• クラスタ インターフェイス：スタンバイ グループ 1

Single AppNav Controller Inline Interception
• 代行受信ブリッジ 1：ポート GigabitEthernet 1/0（LAN）および 1/1（WAN）が含まれます。
• クラスタ インターフェイス：GigabitEthernet 1/11

Dual AppNav Controllers Inline Interception
• 代行受信ブリッジ 1：ポート GigabitEthernet 1/0（LAN）および 1/1（WAN）が含まれます。
• 代行受信ブリッジ 2：ポート GigabitEthernet 1/2（LAN）および 1/3（WAN）が含まれます。
• スタンバイ グループ 1：ポート GigabitEthernet 1/10 および 1/11（プライマリ）が含まれます。
• クラスタ インターフェイス：スタンバイ グループ 1

ウィザードを使用した新しい AppNav クラスタの作成
作成する AppNav クラスタ のタイプに関するトピックを参照してください。

• 「WAAS アプライアンス AppNav クラスタ の作成」（P.4-17）
• 「AppNav-XE クラスタの作成」（P.4-19）

WAAS アプライアンス AppNav クラスタ の作成
前提条件
（P.4-13）の説明に従って、個々の ANC デバイスおよ
• 「WAAS デバイス インターフェイスの設定」
び WN デバイスを設定します。

• すべての ANC が AppNav コントローラ デバイス モード用に設定されていることを確認します。
デバイス モードの変更が必要な場合、「デバイス モードの変更」（P.2-16）を参照してください。
• Central Manager を使用して、NTP サーバ、AAA、ログなど、すべてのデバイスの基本設定を行
います。

手順の詳細
ウィザードを使用して新しい AppNav クラスタを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [All AppNav Clusters] を選択します。
[Manage AppNav Cluster] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Manage AppNav Clusters] 領域のタスクバーにある [AppNav Cluster Wizard] アイコンをクリックしま
す。[Cluster Wizard] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[AppNav platform] ドロップダウン リストから、[WAVE Appliance] を選択します。

ステップ 4

[Deployment model] ドロップダウン リストから、導入に適合する次の導入モデルのいずれかを選択し
ます。

• Single AppNav Controller WCCP interception
• Dual AppNav Controllers WCCP interception
• Single AppNav Controller Inline interception
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• Dual AppNav Controllers Inline interception
• [Custom]：上記のいずれにも一致しない導入用

[Next] をクリックします。
ステップ 5
ステップ 6

（任意）[Custom] 導入モデルを選択した場合、[Interception method] ドロップダウン リストから
[WCCP] または [Inline interception] 方式を選択し、[Next] をクリックします。
次の情報を入力して、クラスタ設定を定義します。

• [Name] フィールドに、クラスタの名前を入力します。最大 32 文字までの英字、数字、ハイフン、
下線だけを使用し、先頭は英字にします。

• （任意）[Description] フィールドに、クラスタの説明を入力します。最大 200 文字までの英字と数
字だけを使用します。

• クラスタをモニタリング モードで動作させる場合は、[Disable Distribution] チェックボックスを
選択します。選択しないと、ウィザードが終了するとクラスタがアクティブになります。モニタリ
ング モードでは、すべてのトラフィックは WN に配信されるのではなく、通過します。

[Next] をクリックします。
ステップ 7

クラスタに含める ANC デバイスおよび WN デバイスを選択します。

a. デバイス名の横にあるチェックボックスをクリックして、AppNav コントローラ デバイス リスト
内の ANC を最大 8 個選択します。タスクバーのフィルタ設定を使用すると、デバイス リストを
フィルタできます。

b. （任意）ANC デバイスで最適化を有効にする場合、[Enable WAN optimization on selected AppNav
Controller(s)] チェックボックスを選択します（選択した導入モデルに応じて、デフォルトで有効
または無効にされることがあります）。

c. デバイス名の横にあるチェックボックスをクリックして、WAAS ノード デバイス リスト内の WN
を最大 32 個選択します。タスクバーのフィルタ設定を使用すると、デバイス リストをフィルタで
きます。
クラスタへの参加に不適格なデバイスがある場合、[Show Ineligible Devices] をクリックして、そ
のデバイスと不適格な理由を確認します。フィルタ設定を使用すると、リストをフィルタできま
す。

d. [Next] をクリックします。
ステップ 8

クラスタ内の各デバイスのクラスタ インターフェイス、IP アドレス、およびネットマスクを確認しま
す。ウィザードでは、設定する必要がある推奨クラスタ インターフェイスが自動的に選択されます。
デバイスの IP アドレスおよびネットマスクの設定を編集するには、デバイスを選択し、[Edit] タスク
バー アイコンをクリックします。カスタム クラスタを設定している場合は、この画面は表示されませ
ん。
インライン代行受信を使用する（および終了する）場合は、[Finish] をクリックします。WCCP 代行受
信を使用する（および WCCP について次の手順を続行する）場合は、[Next] をクリックします。

ステップ 9

（任意）ANC の WCCP 設定を行います。インライン クラスタを設定している場合は、この画面は表示
されません。

WCCP 設定の詳細については、「WAE 上での WCCP の設定」（P.5-12）を参照してください。
a. WCCP を有効にする場合は、[Enable WCCP Service] チェックボックスが選択されていることを
確認します。この項目は、カスタム クラスタを定義している場合にだけ表示されます。

b. 単一 WCCP サービス ID の 61（デフォルト）を確認するか、必要に応じて変更します。
この ANC に WCCP リダイレクションを行うルータの入力ポートおよび出力ポートの両方に、こ
の単一 WCCP サービスだけを設定する必要があります。
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c. （任意）2 つの WCCP サービスを有効にする場合は、[Enable Single Service Mode] チェックボッ
クスの選択を解除します（2 つの WCCP サービスは必要ないため、デフォルトで選択されていま
す）。自動的に割り当てられた 2 番目のサービス ID 番号が [Service ID2] フィールドに表示されま
す。

d. [Redirect Method] ドロップダウン リストから、WCCP L2 または WCCP GRE リダイレクト方式
を選択します。リダイレクト方式の詳細については、
「ANC 上での WCCP の設定および WCCP 設
定の表示」（P.5-25）を参照してください。この項目は、カスタム クラスタを定義している場合に
だけ表示されます。

e. （任意）デバイス上で定義されているデフォルト ゲートウェイを使用しない場合は、[Use Default
Gateway as WCCP Router] チェックボックスの選択を解除します。[WCCP Routers] フィールド
に、1 つ以上の WCCP ルータのアドレスをカンマで区切って入力します。
f. 必要に応じて、[Advanced WCCP Settings] をクリックして追加設定を行います。これらのフィー
ルドの詳細については、「ANC 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示」（P.5-25）を参照
してください。この項目は、カスタム クラスタを定義している場合にだけ表示されます。

g. [Next] をクリックします。複数の ANC を設定している場合、各 ANC について同様の画面が表示
されます。
ステップ 10

各デバイスの代行受信およびクラスタ インターフェイス設定を行います。Cluster Interface Wizard は、
カスタム クラスタを定義している場合に限り、クラスタ内の各デバイスに対して 1 つの画面が表示さ
れます。

a. グラフィカル インターフェイス ウィザードを使用して、必要に応じてデバイス上に個々の代行受
信インターフェイス、ポート チャネル、スタンバイ インターフェイス、およびブリッジ インター
フェイス（インラインのみ）を設定します。インライン ANC を設定する場合は、代行受信に対応
する 2 つの物理インターフェイスまたはポート チャネル インターフェイスを（またはそれぞれの
インターフェイスを 1 つずつ）使用して、ブリッジ インターフェイスを定義する必要があります。
ウィザードの使用方法の詳細については、「グラフィカル インターフェイス ウィザードによるイン
ターフェイス設定」（P.4-21）を参照してください。

b. [Cluster Interface] ドロップダウン リストから、クラスタ内トラフィックに使用されるインター
フェイスを選択します。

c. [Next] をクリックします。複数のデバイスを設定している場合、各デバイスについて同様の画面が
表示されます。
ステップ 11

[Finish] をクリックして、クラスタ設定を保存します。

デフォルトでは、ウィザードはすべての WN を WNG-Default という名前のデフォルト WNG に割り当
てます。「クラスタへの新しい WAAS ノードの追加」（P.4-49）の説明に従って、追加の WNG を作成
（P.4-44）の説明に従って、WN を異なる WNG に再割り当てできま
できます。
「WAAS ノードの設定」
す。

AppNav クラスタを作成すると、[Manage AppNav Clusters] リストに表示されます。クラスタのモニ
タリングの詳細については、「AppNav クラスタのモニタリング」（P.4-51）を参照してください。

AppNav-XE クラスタの作成
前提条件
（P.4-13）
• 個々の ANC と WN デバイスを設定します。「WAAS デバイス インターフェイスの設定」
の説明に従って、WN デバイスのインターフェイスを設定します。ルータのマニュアルの説明に
従って、ANC デバイスのインターフェイスを設定します。
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• ANC ルータで目的の VRF インスタンスを設定します。
• すべての AppNav-XE デバイスを Central Manager に登録し、Central Manager でアクティブにな
ることを確認します。AppNav-XE の登録の詳細については、「Cisco IOS ルータ デバイスの管理」
（P.10-29）を参照してください。
手順の詳細
ウィザードを使用して新しい AppNav-XE クラスタを作成するには次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [All AppNav Clusters] を選択します。
[Manage AppNav Cluster] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Manage AppNav Clusters] 領域のタスクバーにある [AppNav Cluster Wizard] アイコンをクリックしま
す。[Cluster Wizard] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[AppNav platform] ドロップダウン リストから、展開に使用する次の AppNav-XE プラットフォームの
1 つを選択します。すべての ANC が同一のメモリ構成を持つ同じプラットフォーム タイプを使用する
必要があります。

• ASR 1000 シリーズ：Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ上の
AppNav-XE
• CSR 1000V シリーズ：Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ上の AppNav-XE
•

ISR 4451X：Cisco 4451-X サービス統合型ルータ 上の AppNav-XE

[Next] をクリックします。
ステップ 4

次の情報を入力して、クラスタ設定を定義します。

• [Cluster Name] フィールドに、クラスタの名前を入力します。最大 32 文字までの英字、数字、ハ
イフン、下線だけを使用し、先頭は英字にします。

• （任意）[Description] フィールドに、クラスタの説明を入力します。最大 200 文字までの英字と数
字だけを使用します。

• （任意）[WAAS Cluster Id] ドロップダウン リストから、WAAS ネットワークのこのクラスタに固
有のクラスタ ID を選択します。未使用のクラスタ ID だけが表示されます。

[Next] をクリックします。
ステップ 5

クラスタに含める ANC デバイスおよび WN デバイスを選択します。

a. デバイス名の横にあるチェックボックスをオンにして、AppNav-XE デバイス リストにある同じプ
ラットフォーム タイプの AppNav コントローラ デバイスを最大 4 個まで選択します。タスクバー
のフィルタ設定を使用すると、デバイス リストをフィルタできます。

b. デバイス名の横にあるチェックボックスをクリックして、WAAS ノード デバイス リスト内の WN
を最大 32 個選択します。タスクバーのフィルタ設定を使用すると、デバイス リストをフィルタで
きます。
クラスタへの参加に不適格なデバイスがある場合、[Show Ineligible Devices] をクリックして、そ
のデバイスと不適格な理由を確認します。フィルタ設定を使用すると、リストをフィルタできま
す。

c. [Next] をクリックします。
ステップ 6

使用する各 VRF インスタンスの横にあるボックスをオンにして、サービス コンテキストに関連付ける
VRF インスタンスを選択します。VRF のデフォルトを選択する場合、他の VRF を選択できません。
複数の VRF を選択する場合、重複送信元の IP アドレスを含めないでください。すべての ANC で使用
できる VRF だけが上部の表にリストされます。不適格な VRF が下部の表にリストされます。
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[Next] をクリックします。
ステップ 7

クラスタ内の各 ANC デバイスの代行受信とクラスタ インターフェイス設定を次のように構成します。

a. トラフィックの代行受信を有効にする必要がある WAN インターフェイスを選択します。インター
フェイスは、AppNav-XE デバイス上にあらかじめ構成されている必要があり、サービス挿入を有
効にできるインターフェイスだけが表示されます。

b. クラスタ内トラフィックに使用するローカル インターフェイスを選択します。
c. [Next] をクリックします。複数の ANC を設定している場合、各デバイスについて同様の画面が表
示されます。
ステップ 8

クラスタ内の各 WN デバイスのクラスタ インターフェイス設定を構成します。Cluster Interface
Wizard は、クラスタ内の WN ごとに 1 画面ずつ表示されます。

a. グラフィカル インターフェイス ウィザードを使用して、必要に応じて、デバイス上に個々のイン
ターフェイスを設定します。ウィザードの使用方法の詳細については、「グラフィカル インター
フェイス ウィザードによるインターフェイス設定」（P.4-21）を参照してください。

b. [Cluster Interface] ドロップダウン リストから、クラスタ内トラフィックに使用されるインター
フェイスを選択します。

c. [Next] をクリックします。複数の WN を設定している場合、各デバイスについて同様の画面が表
示されます。
ステップ 9

[Finish] をクリックして、クラスタ設定を保存します。

デフォルトでは、ウィザードはすべての WN を WNG-Default という名前のデフォルト WNG に割り当
てます。「クラスタへの新しい WAAS ノードの追加」（P.4-49）の説明に従って、追加の WNG を作成
（P.4-44）の説明に従って、WN を異なる WNG に再割り当てできま
できます。
「WAAS ノードの設定」
す。

AppNav-XE を使用してトラフィックの最適化を開始するには、トラフィックを代行受信するように選
択した AppNav-XE デバイスのインターフェイス上で WAAS サービス挿入を有効にします。詳細につ
いては、「AppNav-XE デバイス インターフェイスでの WAAS サービス挿入の有効化」（P.6-19）を参
照してください。

AppNav クラスタを作成すると、[Manage AppNav Clusters] リストに表示されます。クラスタのモニ
タリングの詳細については、「AppNav クラスタのモニタリング」（P.4-51）を参照してください。

グラフィカル インターフェイス ウィザードによるインターフェイス設定
グラフィカル インターフェイス ウィザードを使用すると、AppNav クラスタの一部であるデバイスに
設置された AppNav コントローラ インターフェイス モジュール上にインターフェイスを容易に設定で
きます（図 4-4 を参照）。また、WN インターフェイスを設定できます。

Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド
OL-28839-01-J

4-21

第4章

AppNav の設定

AppNav クラスタの設定

図 4-4

（注）

グラフィカル インターフェイス ウィザード

グラフィカル インターフェイス ウィザードは、AppNav-XE ANC 上でのインターフェイスの設定には
使用されません。
グラフィカル インターフェイス ウィザードは、AppNav クラスタ コンテキストで WN または ANC の
設定を編集する場合に表示されます。一番上にある 2 つのフィールド、[WAAS Node] と [WAAS Node
Group] は、ANC インターフェイスの設定時には表示されません。
グラフィカル インターフェイス ビューで、物理インターフェイスまたは論理インターフェイス上にマ
ウスのカーソルを合わせてその ID（たとえば、GigabitEthernet 1/0）を確認します。ポート チャネル、
ブリッジ グループ、およびスタンバイ グループは、色付けされたブロックまたは点線の輪郭で示され
ます。設定済みの物理インターフェイスまたは論理インターフェイスそれぞれの IP アドレスは、小さ
な青い強調表示で表示されます。表の下の凡例は、ポート チャネル、ブリッジ グループ、およびスタ
ンバイ インターフェイスを示します。
次の操作を選択するには、インターフェイス上で右クリックします（使用可能な操作は、デバイスとク
ラスタのタイプによって異なります）。

• [Edit]：インターフェイスの説明、IP アドレス、ネットマスク、およびシャットダウン ステータス
を編集できるペインが表示されます。

• [Create PortChannel]：このインターフェイスで新しいポート チャネルを作成します。これを選択
すると、ポート チャネル番号、説明、IP アドレス、ネットマスク、およびシャットダウン ステー
タスを設定できるペインが表示されます。

• [Create Bridge]：このインターフェイスで新しいブリッジ グループを作成します。これを選択する
と、ブリッジ グループ番号と説明を設定し、リンク ステート プロパゲーションを有効にできるペ
インが表示されます。この選択肢は、インライン代行受信のデバイスを設定する場合に限り表示さ
れます。ブリッジ インターフェイスは、2 つの物理インターフェイスまたはポート チャネル イン
ターフェイス（またはそれぞれのインターフェイス 1 つずつ）で構成されます。
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• [Create Standby]：このインターフェイスで新しいスタンバイ グループを作成します。これを選択
すると、スタンバイ グループ番号、説明、IP アドレス、ネットマスク、およびシャットダウン ス
テータスを設定できるペインが表示されます。

• [To PortChannel n]：このインターフェイスを既存のポート チャネルに追加します。n はポート
チャネル番号です。

• [To Standby n]：このインターフェイスを既存のスタンバイ グループに追加します。n はスタンバ
イ グループ番号です。

• [To Bridge n]：このインターフェイスを既存のブリッジ グループに追加します。n はブリッジ グ
ループ番号です。

• スタンバイ インターフェイスの場合（スタンバイ インターフェイス グループ インジケータ内を右
クリックします）：

– [Edit]：スタンバイ グループ設定を編集します（IP アドレス、ネットマスク、プライマリ イ
ンターフェイス、シャットダウン ステータスなど）。

– [Delete Standby n] スタンバイ グループを削除します。
：
• ポート チャネル インターフェイスの場合（ポート チャネル インジケータ内を右クリックします）

– [Edit]：ポート チャネル設定を編集します（ポート チャネル番号、説明、IP アドレス、ネッ
トマスク、シャットダウン ステータスなど）。

– [Remove from Standby n]：スタンバイ グループ n からポート チャネルを削除します。
– [Delete PortChannel n]：ポート チャネルを削除します。
• ブリッジ グループ インターフェイスの場合（ブリッジ グループ インジケータ内で右クリックしま
す）：

– [Edit]：ブリッジ グループの設定を編集します（ブリッジ グループの番号、説明、およびリン
ク状態の伝播ステータスなど）。

– [Delete Bridge n]：スタンバイ グループを削除します。
インターフェイスを選択するには、次の手順を実行します。

• 個々のインターフェイス：クリックすると、選択したインターフェイスが青色で表示されます。
• スタンバイ グループ：色付き線または点線のインジケータをクリックすると、選択したスタンバ
イ グループ内のすべてのインターフェイスの輪郭が青色の太い点線で表示されます。

• ポート チャネルまたはブリッジ グループ：色付きインジケータをクリックすると、選択したポー
ト チャネルまたはブリッジ グループ内のすべてのインターフェイスの輪郭が青色の太い点線で表
示されます。
インターフェイスを選択し、次のタスクバー アイコンをクリックして、アクションを実行することも
できます。

• [Add]（選択肢は選択したエンティティによって異なります）：
– [Create PortChannel]：このインターフェイスで新しいポート チャネルを作成します。
– [Create Bridge]：このインターフェイスで新しいブリッジ グループを作成します。
– [Create Standby]：このインターフェイスで新しいスタンバイ グループを作成します。
– [To PortChannel n]：このインターフェイスを既存のポート チャネルに追加します。n はポー
ト チャネル番号です。

– [To Standby n]：このインターフェイスを既存のポート チャネルに追加します。n はポート
チャネル番号です。

• [Edit]：選択したインターフェイスを編集します。
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• [Delete]（選択肢は選択したエンティティによって異なります）：
– [Remove from Standby n]：スタンバイ グループ n からポート チャネルを削除します。
– [Delete PortChannel n]：ポート チャネルを削除します。
– [Delete Standby n] スタンバイ グループを削除します。
– [Delete Bridge n]：ブリッジ グループを削除します。

[Cluster Interface] ドロップダウン リストを使用して、クラスタ内トラフィック（ANC と WN の間）
に使用するインターフェイスを選択します。
クラスタ内トラフィックのクライアントおよび WAAS デバイスの送信元 IP アドレス フィールドのス
ワップを有効にするには、[Enable swapping of source IP address in intra-cluster traffic] チェックボッ
クスを選択します。クラスタ インターフェイスのポート チャネルを使用する場合、または ANC と
WN の間にロード バランシング デバイスがある場合、このオプションを有効にすることができます。
このオプションは、ANC の IP アドレスではなく、クライアントの IP アドレスに基づいてロード バラ
ンシングを行うため、最適化のために ANC が WN に配信するトラフィックのロード バランシングを
改善します。
（サーバからクライアントへのトラフィックの場合、サーバの IP アドレスを ANC IP アド
レスとスワップします）。このオプションは、AppNav-XE クラスタでは使用できません。

（注）

WCCP を使用する場合、WCCP 制御メッセージは、ルータから代行受信したトラフィックを受信する
ANC インターフェイスを通過する必要があります。WCCP 制御メッセージが ANC 管理インターフェ
イスにルーティングされると、クラスタは動作しません。

AppNav ポリシーの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「AppNav クラス マップの設定」（P.4-24）
• 「AppNav ポリシー内のルールの設定」（P.4-30）
• 「ポリシーの管理」（P.4-34）
• 「WAAS ノード最適化ポリシーの設定」（P.4-37）

AppNav クラス マップの設定
お客様がお使いの AppNav クラスタのタイプに関するトピックを参照してください。

• 「WAAS アプライアンス AppNav クラス マップの設定」（P.4-24）
• 「AppNav-XE クラス マップの設定」（P.4-27）

WAAS アプライアンス AppNav クラス マップの設定
WAAS アプライアンス AppNav クラスタ上でクラス マップを設定するには、次の手順に従ってくださ
い。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav Cluster] > [AppNav Class-Map] を選択します。
[AppNav Class-Maps] ウィンドウが表示され、既存のクラス マップが一覧表示されます。
このウィンドウから、次の作業を実行できます。
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• 必要に応じてクラス マップ リストをフィルタするには、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ
設定を使用します。クイック フィルタを使用したり、すべてのクラス マップを表示したりできま
す。

• クラス マップを編集するには、クラス マップを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックし
ます。

• 1 つ以上のクラス マップを削除するには、クラス マップを選択し、[Delete] タスクバー アイコン
をクリックします。

• 次の手順の説明に従って、新しいクラス マップを追加します。
ステップ 3

[Add Class-Map] タスクバー アイコンをクリックします。

ステップ 4

[Name] フィールドには、最大 40 文字までの英数字とアンダースコアを含むクラス マップの名前を入
力します。

ステップ 5
ステップ 6

（任意）[Description] フィールドに、最大 200 文字までの英数字、アンダースコア、およびスペースを
含むクラス マップの説明を入力します。

[Type] ドロップダウン リストから、クラス マップ タイプを選択します。
• [Application]：送信元および / または宛先 IP アドレスおよび / またはポート、または Microsoft
RPC アプリケーション（動的ポート割り当てを使用するアプリケーション用）に基づいて、特定
のアプリケーションのトラフィックと一致します。ステップ 7 に進みます。
• [Site]：サイト アフィニティの特定の WAAS ピアデバイスからのトラフィックと一致します。ス
テップ 8 に進みます。
• [Custom]：アプリケーション アフィニティとサイト アフィニティを混合します。1 つの特定のピ
ア WAAS デバイスからの特定のアプリケーションのトラフィックと一致します。ステップ 9 に進
みます。

• [Any TCP]：catch-all 分類子として任意の TCP トラフィックと一致します。このタイプを選択し
た場合、その他のフィールドを設定する必要はありません。[OK] をクリックして終了し、クラス
マップ リストに戻ります。
ペインの下部に表示される一致条件は、クラス マップ タイプに応じて変わります。
ステップ 7

（任意）[Application] クラス マップ タイプの場合、1 つ以上の一致条件を入力します。このペインで次
の作業を実行できます。

• 一致条件を編集するには、一致条件を選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
• 1 つ以上の一致条件を削除するには、一致条件を選択し、[Delete] タスクバー アイコンをクリック
します。

• 次の手順の説明に従って、新しい一致条件を追加します。
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a. [Add Match Condition] タスクバー アイコンをクリックします。
b. 1 つ以上のフィールドに値を入力して、特定のタイプのトラフィックの条件を作成します。たとえ
ば、ポート 5405 ～ 5407 へ進むすべてのトラフィックと一致するようにするには、[Destination
Port Start] フィールドに 5405、[Destination Port End] フィールドに 5407 を入力します。IP アド
レス ワイルドカード フィールドを使用すると、ドット付き 10 進表記でワイルドカード サブネッ
ト マスクを使用して IP アドレスの範囲を指定できます（/24 の 0.0.0.255 など）。
c. 動的ポート割り当てを使用する Microsoft RPC トラフィックを一致させる場合は、[Protocol] ド
ロップダウン リストから RPC アプリケーション ID を選択します。たとえば、MAPI プロトコル
を使用する Microsoft Exchange Server トラフィックを一致させるには、mapi を選択します。
d. [Save] をクリックして、一致条件を保存します。
e. 必要に応じて一致条件を追加し、[OK] をクリックして、クラス マップを保存し、クラス マップ
リストに戻ります。いずれかの条件が一致すると、そのクラスは一致していると見なされます。
ステップ 8

（任意）[Site] クラス マップ タイプの場合、1 つ以上のピア デバイスを選択します。クラス マップを作
成するには、次の手順を実行します。

a. 必要に応じて、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を使用してデバイス リストをフィル
タします。クイック フィルタの使用、すべてのデバイスの表示、またはすべての割り当てられた
デバイスの表示が可能です。
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b. トラフィックを一致させる各送信元デバイスの横にあるチェックボックスを選択します。すべての
デバイスを選択するには、列のタイトルの横にあるボックスをオンにし、すべてのデバイスの選択
を解除するには、オフにします。選択したデバイスのいずれかが一致すると、そのクラスは一致し
ていると見なされます。

c. [OK] をクリックして、クラス マップを保存し、クラス マップ リストに戻ります。
ステップ 9

（任意）[Custom] クラス マップ タイプの場合、IP アドレス / ポートまたは Microsoft RPC アプリケー
ション ID に基づいて一致条件を 1 つ入力する必要があり、WAAS ピア デバイスを 1 つ選択する必要
があります。一致していると見なされるクラスに対して、指定されたすべての一致条件を満たす必要が
あります。クラス マップを作成するには、次の手順を実行します。

a. 1 つ以上の IP アドレスおよび / またはポート フィールドに値を入力して、特定のタイプのトラ
フィックの条件を作成します。たとえば、ポート 5405 ～ 5407 へ進むすべてのトラフィックと一
致するようにするには、[Destination Port Start] フィールドに 5405、[Destination Port End] フィー
ルドに 5407 を入力します。IP アドレス ワイルドカード フィールドを使用すると、ドット付き 10
進表記でワイルドカード サブネット マスクを使用して IP アドレスの範囲を指定できます（/24 の
0.0.0.255 など）。
b. （任意）動的ポート割り当てを使用する Microsoft RPC トラフィックと一致させる場合は、
[Protocol] ドロップダウン リストから RPC アプリケーション ID を選択します。たとえば、MAPI
プロトコルを使用する Microsoft Exchange Server トラフィックを一致させるには、mapi を選択し
ます。

c. [Remote Device] ドロップダウン リストから WAAS ピア デバイスを 1 つ選択する必要がありま
す。

d. [OK] をクリックして、クラス マップを保存し、クラス マップ設定ウィンドウに戻ります。

AppNav-XE クラス マップの設定
AppNav-XE クラスタ上でクラス マップを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav Cluster] > [AppNav Class-Map] を選択します。
[AppNav Class-Maps] ウィンドウが表示され、既存のクラス マップが一覧表示されます。
このウィンドウから、次の作業を実行できます。
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• 必要に応じてクラス マップ リストをフィルタするには、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ
設定を使用します。クイック フィルタを使用したり、すべてのクラス マップを表示したりできま
す。

• クラス マップを編集するには、クラス マップを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックし
ます。

• 1 つ以上のクラス マップを削除するには、クラス マップを選択し、[Delete] タスクバー アイコン
をクリックします。

• 次の手順の説明に従って、新しいクラス マップを追加します。
ステップ 3

[Add Class-Map] タスクバー アイコンをクリックします。

ステップ 4

[Name] フィールドには、スペースまたは疑問符（?）を含まない、最大 221 文字までのクラス マップ
の名前を入力します。

ステップ 5

（任意）[Description] フィールドには、疑問符（?）を含まない、最大 200 文字までのクラス マップの
説明を入力します。

ステップ 6

[Match Type] オプション ボタンから、[match-any] また [match-all] を選択します。[match-any] は、一
致条件のいずれかに一致すると、クラスが一致したと見なされることを意味します。[match-all] は、
すべての一致条件が一致対象のクラスに一致する必要があることを意味します。

ステップ 7

[Add Match Condition] タスクバー アイコンをクリックします。[Match Condition] ペインが表示され
ます。

ステップ 8

[Match Condition] ドロップダウン リストから、作成する一致条件のタイプを選択します。
• [Source/Destination IP]：送信元および / または宛先 IP アドレスおよび / またはポートのアクセス
リストに基づく特定のアプリケーションのトラックに一致します。ステップ 9 に進みます。
• [Protocol]：特定の Microsoft RPC アプリケーションの ID（ダイナミック ポート割り当てを使用
するアプリケーション）のトラックに一致します。ステップ 10 に進みます。
• [Peer]：サイト アフィニティの特定の WAAS ピア デバイスからのトラフィックに一致します。ス
テップ 11 に進みます。
ペインの下部に表示される一致条件は、条件のタイプに応じて変わります。

ステップ 9

（任意）送信元 / 宛先 IP の一致条件のタイプの場合、1 つまたは複数のアクセス コントロール エントリ
（ACE）を入力します。このペインで次の作業を実行できます。

• ACE を編集するには、ACE を選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
• 1 つ以上の ACE を削除するには、ACE を選択し、[Delete] タスクバー アイコンをクリックしま
す。
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• 選択した 1 つ以上の ACE を新しい場所に移動するには、[Move To] タスクバー アイコンをクリッ
クします。ACE を移動したら、[Save Moved Rows] をクリックして変更を保存します。
• 選択した 1 つ以上の ACE を上下に位置を 1 つ移動するには、[Up] または [Down Arrow] タスク
バー アイコンをクリックします。次に、[Save Moved Rows] をクリックして変更を保存します。
• [Move To] または [Up] および [Down Arrow] 機能で移動した ACE を保存するには、[Save Moved
Rows] タスクバー アイコンをクリックします。
• 選択した行の前に新しい ACE を挿入するには、[Insert] タスクバー アイコンをクリックします。
挿入のワークフローは、（次の手順で説明されている）追加と同じです。

• 次の手順の説明に従って、新しい ACE を追加します。
a. [Add ACE] タスクバー アイコンをクリックします。

b. [Action] ドロップダウン リストから、[Permit] または [Deny] を選択し、この ACE が一致するト
ラフィックを許可するか、拒否するかを決定します。

c. 1 つ以上のフィールドに値を入力して、特定のタイプのトラフィックの ACE を作成します。[IP
address] フィールドに任意のアドレスを入力し、任意の IP アドレスを指定します。
d. IP アドレス ワイルドカード フィールドを使用すると、ドット付き 10 進表記でワイルドカード サ
ブネット マスクを使用して IP アドレスの範囲を指定できます（/24 の 0.0.0.255 など）。
e. [Source/Destination Port Operator] ドロップダウン リストを使用して、[Port] フィールドの演算子
と動作を選択できます。

– [none]：[Port] フィールドは使用されません。
– [eq]：一致するには、トラフィック ポートを [Port] フィールドと同等にする必要があります。
– [gt]：一致するには、トラフィック ポートを [Port] フィールドよりも大きい値にする必要があ
ります。

– [lt]：一致するには、トラフィック ポートを [Port] フィールドよりも小さい値にする必要があ
ります。

– [neq]：一致するには、トラフィック ポートを [Port] フィールドと同等でない必要があります。
– [Range]：一致するには、トラフィック ポートが [Start Port] フィールドと [Port End] フィール
ドのポートの範囲内にある必要があります。

[Port] フィールドでは、ドロップダウン リストからポートを選択するか、数値を入力できます。
f. [OK] をクリックして、ACE を保存します。
g. 必要に応じて追加 ACE を追加し、[OK] をクリックして一致条件を保存し、一致条件リストに戻
ります。
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ステップ 10 （任意）プロトコルの一致条件のタイプの場合、次の手順に従ってください :

a. [Select Protocol] ドロップダウン リストから、一致するトラフィックを識別する Microsoft RPC ア
プリケーション ID を選択します。たとえば、MAPI プロトコルを使用する Microsoft Exchange
Server トラフィックを一致させるには、mapi を選択します。
b. 一致条件を保存し、一致条件リストに戻るには、[OK] をクリックします。
ステップ 11 （任意）ピアの一致条件のタイプの場合、1 つ以上のピア デバイスを選択します。一致条件を作成する
には、次の手順に従ってください。

a. 必要に応じて、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を使用してデバイス リストをフィル
タします。クイック フィルタの使用、すべてのデバイスの表示、またはすべての割り当てられた
デバイスの表示が可能です。

b. トラフィックを一致させる各送信元デバイスの横にあるチェックボックスを選択します。すべての
デバイスを選択するには、列のタイトルの横にあるボックスをオンにし、すべてのデバイスの選択
を解除するには、オフにします。

c. 一致条件を保存し、一致条件リストに戻るには、[OK] をクリックします。
ステップ 12

[OK] をクリックして、クラス マップを保存し、クラス マップ設定ウィンドウに戻ります。

AppNav ポリシー内のルールの設定
お客様がお使いの AppNav クラスタのタイプに関するトピックを参照してください。

• 「WAAS アプライアンス ポリシー ルールの設定」（P.4-30）
• 「AppNav-XE ポリシー ルールの設定」（P.4-32）

WAAS アプライアンス ポリシー ルールの設定
WAAS アプライアンス AppNav クラスタ上で AppNav ポリシー ルールを設定するには、次の手順に従
います。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav Cluster] > [AppNav Policies] を選択します。
[AppNav Policy] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[AppNav Policy] ドロップダウン リストから設定するポリシーを選択します。
[Manage] をクリックすると、ポリシーの作成や削除またはポリシーを適用する ANC の設定が可能で
す。詳細については、「WAAS アプライアンス ポリシーの管理」（P.4-34）を参照してください。
[AppNav Policy Rules] 領域から、次の作業を実行できます。
• 必要に応じてルール リストをフィルタするには、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を
使用します。クイック フィルタを使用したり、すべてのルールを表示したりできます。

• ルールを編集するには、ルールを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
• 1 つ以上のルールを削除するには、ルールを選択し、[Delete] タスクバー アイコンをクリックしま
す。

• 選択した 1 つ以上のルールを新しい場所に移動するには、[Move To] タスクバー アイコンをクリッ
クします。行を移動したら、[Save Moved Rows] をクリックして変更を保存します。
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• 選択した 1 つ以上のルールを上下に位置を 1 つ移動するには、[Up] または [Down Arrow] タスク
バー アイコンをクリックします。次に、[Save Moved Rows] をクリックして変更を保存します。
• [Move To] または [Up] および [Down Arrow] 機能で移動した行を保存するには、[Save Moved
Rows] タスクバー アイコンをクリックします。
• 選択した行の前に新しいルールを挿入するには、[Insert] タスクバー アイコンをクリックします。
挿入のワークフローは、（次の手順で説明されている）追加と同じです。

• 次の手順の説明に従って、リストの最後に新しいルールを追加します。（class-default ルールは常
に最後の場所に配置されます）。
ステップ 4

[Add Policy Rule] タスクバー アイコンをクリックします。

ステップ 5

[AppNav Class-Map] ドロップダウン リストから、このポリシー ルールを適用するクラス マップを選
択します。
クラス マップを編集する場合は [Edit] をクリックし、新しいクラス マップを作成する場合は [Create
New] をクリックします。このワークフローは、「WAAS アプライアンス AppNav クラス マップの設
定」（P.4-24）に記載されているものと同じです。

ステップ 6

[Distribute To] ドロップダウン リストから、クラス マップに適用する配信アクションを選択します。
リストには、すべての定義済み WNG および選択肢（アクションなしの [None] およびこのタイプのト
ラフィックを通過する [Passthrough]）が含まれています。[None] の意味はコンテキストに依存しま
す。最上位レベルのポリシーではパススルーを意味し、ポリシーがネストされている場合は親ポリシー
ルールのアクションを継承することを意味します。

WNG を選択すると、その他の設定が表示されます。新しい WNG を作成する場合は、[Create New] を
（P.4-50）
クリックします。このワークフローは、
「クラスタへの新しい WAAS ノード グループの追加」
に記載されているものと同じです。新しく作成した WNG は、[Distribute To] および [Backup] の両方
のドロップダウン リストに表示されます。
ステップ 7

（任意）[Backup] ドロップダウン リストから、プライマリ WNG が使用できない場合に配信に使用す
るバックアップ WNG を選択します。
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ステップ 8

（任意）[Monitor] ドロップダウン リストから、モニタするアプリケーション アクセラレータを選択し
ます。アプリケーション アクセラレータをモニタする場合、ANC はそのアプリケーション アクセラ
レータが過負荷かどうかを確認し、過負荷の WN に新しいフローを送信しません。[None] を選択する
と、特定のアプリケーション アクセラレータはモニタされず、デバイスの最大接続制限だけがモニタ
されます。

ステップ 9

（任意）このルール内のネストされたポリシーを適用する場合、[Nested Actions (Advanced)] をクリッ
クしてこの領域を展開します。

ステップ 10 （任意）[Nested Policy] ドロップダウン リストからネストするポリシーを選択するか、[None] を選択
してポリシーなしを選択します。ポリシーを選択すると、ポリシー ルールが表に表示されます。

ネストされたポリシーとして指定するには不適格なポリシーがある場合、[Show Ineligible Policies] を
クリックして、そのポリシーと不適格な理由を表示します。ネストは 1 レベルのみ許可されるため、す
でにネストされたポリシーがある場合、そのポリシーは不適格です。
選択したポリシーを編集するには、[Edit] をクリックします。ネストする新しいポリシーを作成するに
は、[Create New] をクリックします。編集と作成のワークフローは同じです。

a. [Name] フィールドに、ポリシー名を入力します。waas_app_default ポリシーの場合、このフィー
ルドは編集できません。

b. [Add Policy Rule] タスクバー アイコンをクリックします。
新しい行が追加され、ルールを設定するためのフィールドが表示されます。

c. [Class-Map] ドロップダウン リストから、このルールを適用するクラス マップを選択します。
d. [Distribute To] ドロップダウン リストから、クラス マップに適用する配信アクションを選択しま
す。リストには、すべての定義済み WNG および選択肢（親ポリシーからこのアクションを継承す
る [Inherit] およびこのタイプのトラフィックを通過する [Passthrough]）が含まれています。
e. （任意）[Backup] ドロップダウン リストから、プライマリ WNG が使用できない場合に配信に使用
するバックアップ WNG を選択します。
f. （任意）[Monitor] ドロップダウン リストから、モニタするアプリケーション アクセラレータを選
択します。

g. [OK] をクリックして、ポリシー ルールを保存し、作成しているプライマリ ポリシーの [AppNav
Policy Rule] ペインに戻ります。
ステップ 11

（注）

[OK] をクリックして、ポリシー ルールを作成し、ポリシー設定ウィンドウに戻ります。

すべての AppNav ポリシーが削除され、新しいポリシー ルールを追加すると、ポリシー ルールは自動
的に作成される新しい appnav_default ポリシーに追加されます。

AppNav-XE ポリシー ルールの設定
AppNav-XE クラスタ上で AppNav ポリシー ルールを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav Cluster] > [AppNav Policies] を選択します。
[AppNav Policy] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

ポリシーの横にあるオプション ボタンをクリックして、ウィンドウの上部にある AppNav ポリシー
テーブルに設定します。
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AppNav ポリシー テーブルから、次のタスクを実行できます。
• 必要に応じてルール リストをフィルタするには、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を
使用します。クイック フィルタを使用したり、すべてのルールを表示したりできます。

• ポリシーを編集するには、ポリシーを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
• ポリシーを選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、ポリシーを削除します。
• ポリシーの割り当てを解除するには、ポリシーを選択し、[Unassign Policy] タスクバー アイコン
をクリックします。

• ポリシーを追加するには、[Add Policy] タスクバー アイコンをクリックします。
これらのタスクの詳細については、「ポリシーの管理」（P.4-36）を参照してください。
ウィンドウの下部にある AppNav ポリシー ルール テーブルには、AppNav ポリシー テーブルで選択さ
れたポリシーにあるルールが表示されます。AppNav ポリシー ルール テーブルから、次の作業を実行
できます。

• 必要に応じてルール リストをフィルタするには、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を
使用します。クイック フィルタを使用したり、すべてのルールを表示したりできます。

• ルールを編集するには、ルールを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
• 1 つ以上のルールを削除するには、ルールを選択し、[Delete] タスクバー アイコンをクリックしま
す。

• 選択した 1 つ以上のルールを新しい場所に移動するには、[Move To] タスクバー アイコンをクリッ
クします。行を移動したら、[Save Moved Rows] をクリックして変更を保存します。
• 選択した 1 つ以上のルールを上下に位置を 1 つ移動するには、[Up] または [Down Arrow] タスク
バー アイコンをクリックします。次に、[Save Moved Rows] をクリックして変更を保存します。
• [Move To] または [Up] および [Down Arrow] 機能で移動した行を保存するには、[Save Moved
Rows] タスクバー アイコンをクリックします。
• 選択した行の前に新しいルールを挿入するには、[Insert] タスクバー アイコンをクリックします。
挿入のワークフローは、（次の手順で説明されている）追加と同じです。

• 次の手順の説明に従って、リストの最後に新しいルールを追加します。（class-default ルールは常
に最後の場所に配置されます）。
ステップ 4

[Add Policy Rule] タスクバー アイコンをクリックします。

ステップ 5

[AppNav Class-Map] ドロップダウン リストから、このポリシー ルールを適用するクラス マップを選
択します。
クラス マップを編集する場合は [Edit] をクリックし、新しいクラス マップを作成する場合は [Create
New] をクリックします。このワークフローは、「AppNav-XE クラス マップの設定」（P.4-27）に記載
されているものと同じです。
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[Distribute To] ドロップダウン リストから、クラス マップに適用する配信アクションを選択します。
リストには、WNG および選択肢（アクションなしの [None] およびこのタイプのトラフィックを通過
する [Passthrough]）が含まれています。（None）の意味は（Passthrough）と同じです。デフォルト ポ
リシー マップの場合、WNG リストにはデフォルト WNG と割り当てられたコンテキストの一部であ
るカスタム WNG が含まれます。カスタム ポリシー マップの場合、WNG リストには、デフォルトと
他のコンテキストに割り当てられていないカスタム WNG が含まれます。

ステップ 6

WNG を選択すると、その他の設定が表示されます。新しい WNG を作成する場合は、[Create New] を
（P.4-50）
クリックします。このワークフローは、
「クラスタへの新しい WAAS ノード グループの追加」
に記載されているものと同じです。新しく作成した WNG は、[Distribute To] ドロップダウン リストに
表示されます。
ステップ 7

（任意）[Monitor] ドロップダウン リストから、モニタするアプリケーション アクセラレータを選択し
ます。アプリケーション アクセラレータをモニタする場合、ANC はそのアプリケーション アクセラ
レータが過負荷かどうかを確認し、過負荷の WN に新しいフローを送信しません。[None] を選択する
と、特定のアプリケーション アクセラレータはモニタされず、デバイスの最大接続制限だけがモニタ
されます。

ステップ 8

[OK] をクリックして、ポリシー ルールを作成し、ポリシー設定ウィンドウに戻ります。

ポリシーの管理
お客様がお使いの AppNav クラスタのタイプに関するトピックを参照してください。

• 「WAAS アプライアンス ポリシーの管理」（P.4-34）
• 「ポリシーの管理」（P.4-36）

WAAS アプライアンス ポリシーの管理
AppNav ポリシーを作成または削除するか、またはポリシーが WAAS アプライアンス AppNav クラス
タに適用される ANC を設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav Cluster] > [AppNav Policies] を選択します。
[AppNav Policy] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

一番上にある [AppNav Policy] ドロップダウン リストから、表示するポリシーを選択します。
「WAAS アプライアンス ポリシー ルールの
[AppNav Policy Rules] 領域の使用方法の詳細については、
設定」（P.4-30）を参照してください。

ステップ 4

[Manage] をクリックします。
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[Manage AppNav Policies] ペインから、次の作業を実行できます。
• 必要に応じて、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を使用してポリシー リストをフィル
タします。クイック フィルタの使用やすべてのポリシーの表示もできます。

• ポリシーを選択して [Edit] タスクバー アイコンをクリックして、ポリシーを編集し、ポリシーが
適用される ANC を設定できます。
• ポリシーを選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、ポリシーを削除します。
• 次の手順の説明に従って、新しいポリシーを追加します。
ステップ 5

ステップ 6

[Add Policy] タスクバー アイコンをクリックします。

[Name] フィールドに、最大 40 文字までの英数字とアンダースコアを含むポリシーの名前を入力しま
す。

ステップ 7

（任意）[Description] フィールドに、最大 200 文字までの英数字、アンダースコア、およびスペースを
含む、ポリシーの説明を入力します。

ステップ 8

（任意）このポリシーに割り当てる各 ANC の横にあるボックスを選択します。割り当てられたデバイ
スの割り当てを解除するには、チェックボックスの選択を解除します。
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ANC にポリシーを割り当てると、ANC ではそのポリシーがアクティブになり（1 つの ANC では 1 つ
のポリシーだけがアクティブになります）、その ANC でこれまでアクティブであったポリシーの割り
当てが削除されます。代替としてポリシーを作成する場合は、ポリシーを ANC に割り当てる必要はあ
りません。後で必要になったときに、ポリシーを ANC に割り当てることができます。
ステップ 9

[OK] をクリックして、ポリシーを保存し、[Manage AppNav Policies] ペインに戻ります。

ステップ 10

[Close] をクリックして、ポリシー設定ウィンドウへ戻ります。

ステップ 11 「WAAS アプライアンス ポリシー ルールの設定」（P.4-30）の説明に従って、新しいポリシーにポリ
シー ルールを追加します。

デフォルト クラス マップとポリシー マップをクラスタに復元するには、[AppNav Policies] ウィンド
ウの上部にある [Restore Default] タスクバー アイコンをクリックできます。この操作は、既存のすべ
てのクラスとポリシー マップの設定を削除し、デフォルト クラスとポリシー マップを復元します。
WNG に割り当てられたすべての WAAS ノードは、デフォルト WNG に移動され、他の WNG は削除
されます。

ポリシーの管理

AppNav ポリシーを作成または削除するか、または AppNav-XE クラスタのコンテキストからポリシー
の割り当てを解除するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav Cluster] > [AppNav Policies] を選択します。
[AppNav Policy] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

ウィンドウの上部にる AppNav ポリシー テーブルで動作するポリシーの横にあるオプション ボタンを
クリックします。

AppNav ポリシー テーブルから、次のタスクを実行できます。
• 必要に応じてルール リストをフィルタするには、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を
使用します。クイック フィルタを使用したり、すべてのルールを表示したりできます。

• ポリシーを編集するには、ポリシーを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
• ポリシーを選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、ポリシーを削除します。
• コンテキストからポリシーの割り当てを解除するには、ポリシーを選択し、[Unassign Policy] タス
クバー アイコンをクリックします。コンテキストからポリシーの割り当てを解除すると、コンテ
キストも無効になり、すべての WNG の割り当てがコンテキストから解除されます。続行するに
は、もう一度 [OK] をクリックして確認します。

• 次の手順の説明に従って、新しいポリシーを追加します。

[AppNav Policy Rules] 領域の使用方法の詳細については、「AppNav-XE ポリシー ルールの設定」
（P.4-32）を参照してください。
ステップ 4

[Add Policy] タスクバー アイコンをクリックします。
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ステップ 5

[Name] フィールドには、スペースまたは疑問符（?）を含まない、最大 227 文字までのポリシーの名
前を入力します。デフォルト ポリシー マップに使用される APPNAV-n-PMAP 形式の名前を使用しな
いでください。

ステップ 6

（任意）[Description] フィールドには、疑問符（?）を含まない、最大 200 文字までのポリシーの説明
を入力します。

ステップ 7

[Assign to AppNav Context] ドロップダウン リストから、新しいポリシーを割り当てるコンテキストを
選択します。
ポリシーをコンテキストに割り当てると、コンテキストの一部であるすべての ANC でポリシーがアク
ティブになります。まだ割り当てられているポリシーがないコンテキストだけが表示されます。
デフォルトのポリシー マップでは、コンテキスト ID に基づいて 1 つのコンテキストだけ表示されま
す。たとえば、APPNAV-4-PMAP には、（まだ割り当てられていない場合）waas/4 だけが表示されま
す。

ステップ 8
ステップ 9

[OK] をクリックして、ポリシーを保存し、[AppNav Policies] ウィンドウに戻ります。
「AppNav-XE ポリシー ルールの設定」（P.4-32）の説明に従って、新しいポリシーにポリシー ルール
を追加します。

デフォルト クラス マップとポリシー マップをクラスタに復元するには、[AppNav Policies] ウィンド
ウの上部にある [Restore Default] タスクバー アイコンをクリックできます。この操作は、既存のすべ
てのクラスとポリシー マップの設定を削除し、デフォルト クラスとポリシー マップを復元します。各
コンテキストに割り当てられたすべての WAAS ノードは、それぞれのデフォルト WNG に移動され、
未割り当てのすべての WNG が削除されます。

WAAS ノード最適化ポリシーの設定
WAAS ノード最適化ポリシーは、トラフィックが WAAS ノードに配信される方法を管理します。最適
化ポリシーは、WN および、最適化ノードとして動作する ANC に設定されます。
1 つの WNG のすべての WN は、同じ最適化ポリシーが設定される必要があります。一方、フローの最
適化は予測できません。最適化ポリシーは、WNG によって異なります。
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最適化ポリシーの設定方法については、第 13 章「アプリケーション アクセラレーションの設定」を参
照してください。
デフォルトの最適化ポリシーの一覧は、付録 A「定義済み最適化ポリシー」にあります。

ACL の設定
AppNav コントローラ ACL は、WAAS アプライアンス ANC によって代行受信されるトラフィックを
制御します。AppNav クラスタ の各 WAAS アプライアンス ANC に ANC 代行受信 ACL を設定する必
要がある場合があります。
「代行受信アクセス コントロール リストの設定」
（P.5-30）
ANC 代行受信 ACL の設定方法については、
を参照してください。

AppNav クラスタ 設定の構成
AppNav クラスタの AppNav クラスタ 設定を構成するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [All AppNav Clusters] を選択します。
[Manage AppNav Clusters] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、各クラスタの状態が表
示されます。
このウィンドウから、次の作業を実行できます。

• 新しい AppNav クラスタ を作成します。このワークフローは、「ウィザードを使用した新しい
AppNav クラスタの作成」（P.4-17）に記載されているものと同じです。
• AppNav クラスタ を選択し、[Manage AppNav Clusters] エリアのタスクバーの [Delete] アイコン
をクリックして、AppNav クラスタ を削除します。
• AppNav クラスタ トポロジを表示し、次の手順に従って設定を編集します。
ステップ 2

設定を編集するクラスタの名前をクリックします。
クラスタ トポロジ図が表示されます。

ステップ 3

[Configure] [AppNav Cluster] > [AppNav Cluster] を選択します。
[Cluster Configuration] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 4

クラスタの名前を変更する場合、[Name] フィールドにクラスタの名前を入力します。（AppNav-XE ク
ラスタには該当しません）。

ステップ 5

（任意）[Description] フィールドに、このクラスタの説明を入力します。最大 200 文字までの英字と数
字だけを使用します。（AppNav-XE クラスタには該当しません）。

ステップ 6

（任意）[Authentication Key] フィールドおよび [Confirm Authentication Key] フィールドに、クラスタ
内 WAAS デバイス間の通信の認証に使用する認証キーを入力します。文字と数字だけを使用して、最
大 64 文字を入力します。

ステップ 7

（任意）[Shutdown Wait Time] フィールドに、シャットダウンの前にクラスタ内の WN がすべての接続
の終了を待つべき秒数を入力します。デフォルトは 120 秒です。

ステップ 8

（任意）パススルー接続のクラスタ配信およびオフロードを設定するには、[Advanced Settings] セク
ションをクリックして拡張します。

ステップ 9

（任意）クラスタ内の ANC から WN へのトラフィックの配信を有効にするには、[Enable distribution
of traffic on AppNav Controllers] チェックボックスがオンであることを確認します。トラフィックの配
信を無効にするには、このチェックボックスの選択を解除します。配信が無効である場合、クラスタ
は、トラフィックを代行受信して、WN に配信するのではなくパススルーを続けるモニタリング モー
ドで動作します。このモードは、トラフィックを最適化せずにトラフィック統計情報をモニタリングす
るのに役立ちます。（AppNav-XE クラスタには該当しません）。

ステップ 10 （任意）WN から ANC へのパススルー接続のオフロードを設定するには、[Enable offload of
pass-through connections from WAAS nodes to AppNav Controllers for following reasons] セクション
のチェックボックスを選択します。この機能によって、パススルー接続は、WN に配信されてパスス
ルーされるのではなく、ANC でパススルーされます。次の手順のとおり、パススルー オフロードを設
定します。

a. すべてのパススルー接続（エラー状態によってパススルーされた接続を含む）をオフロードするに
は、[All pass-through connections] チェックボックスを選択します。エラー状態によるパススルー
トラフィックを、WN のアプリケーションに表示する必要がない場合にだけ、このチェックボック
スを選択します。デフォルトでは、オフになっています。

b. ポリシー設定がないためにパススルーされた接続をオフロードするには、[Due to missing policy
configuration] チェックボックスを選択します。デフォルトではオンになっています。
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c. ピア WN がないためにパススルーされた接続をオフロードするには、[Due to no peer WAAS node]
チェックボックスを選択します。デフォルトではオンになっています。

d. 代理受信 WN のためにパススルーされた接続をオフロードするには、[Due to intermediate WAAS
node] チェックボックスを選択します。デフォルトではオンになっています。
e. 一部の WN が異なるパススルー オフロード設定を使用する場合、[Synchronize settings on all
devices] チェックボックスを選択して、すべての WN の設定を同期し、ここで表示される設定を
一致させることができます。このチェックボックスは、一部の WN の設定が異なっている場合だ
け表示されます。デフォルトでは、オフになっています。
ステップ 11

[Submit] をクリックします。

このウィンドウの下部には、クラスタの一部である ANC、WN、および WNG のリストを表示するタ
ブが含まれます。AppNav-XE デバイスには、コンテキストを表示する追加の [AppNav Contexts] タブ
があります。このウィンドウのこの部分のコントロールは、次のセクションの説明に従って動作しま
す。

• AppNav コントローラ：「AppNav コントローラ設定の構成」（P.4-40）
• AppNav コンテキスト：「AppNav コンテキストの設定」（P.4-42）
• WAAS ノード：「WAAS ノードの設定」（P.4-44）
• WAAS Node グループ：「WAAS ノード グループの設定」（P.4-45）
「WAAS ノード用の AppNav クラスタ 設
個々の WN に対する AppNav クラスタ 設定を構成するには、
定の構成」（P.4-45）を参照してください。通信の認証に認証キーを使用する場合は、同じキーを持つ
クラスタと各 WN を設定する必要があります。

AppNav コントローラ設定の構成
お客様がお使いの AppNav クラスタのタイプに関するトピックを参照してください。

• 「WAAS アプライアンス AppNav コントローラ 設定の構成」（P.4-40）
• 「AppNav-XE コントローラ設定の構成」（P.4-41）

WAAS アプライアンス AppNav コントローラ 設定の構成
WAAS アプライアンスの ANC 設定を構成するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [AppNav Controllers] タブをクリックします。
クラスタ内のすべての ANC が一覧で示され、名前、位置、IP アドレス、クラスタ内トラフィック用に
使用されるインターフェイス、および有効化されたステータスが表示されます。
このリストから、次の作業を実行できます。

• 次の手順に従って、ANC を選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックして、ANC 用のイン
ターフェイス設定を編集します。

• ANC を選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、ANC を削除します。
• [Add AppNav Controller] タスクバー アイコンをクリックして、新しい ANC をクラスタに追加し
ます。「クラスタへの ANC の追加」（P.4-47）を参照してください。
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• クラスタを選択して [Enable] タスクバー アイコンをクリックして、無効化された ANC を有効に
します。

• ANC を選択して [Disable] タスクバー アイコンをクリックして、ANC を無効にします。
ステップ 3

編集する ANC の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリックしま
す。

[Edit AppNav Controller] ペインが表示されます。
ステップ 4

内部 WAAS ノード設定を構成します。

a. ANC での最適化を有効にする場合は、[Enable WAN optimization (Internal WAAS Node)] チェッ
クボックスを選択します。

b. WAN 最適化を有効にした場合は、[WAAS Node Group] ドロップダウン リストで、内部 WN が属
する WNG を選択します。
c. [Next] をクリックします。
ステップ 5

（任意）ANC の WCCP 設定を行います。ANC が、インライン代行受信用に設定されている場合、こ
の画面は表示されません。WCCP フィールドの詳細については、「ANC 上での WCCP の設定および
WCCP 設定の表示」（P.5-25）を参照してください。

WCCP 設定が完了したら、[Next] をクリックします。グラフィカル インターフェイス ウィザードが表
示されます。
ステップ 6

代行受信とクラスタ インターフェイス設定を構成します。

a. 必要に応じて、グラフィカル インターフェイス ビューで AppNav コントローラ インターフェイス
モジュール の代行受信インターフェイスを設定します。ウィザードの使用方法の詳細については、
「グラフィカル インターフェイス ウィザードによるインターフェイス設定」（P.4-21）を参照して
ください。

b. [Cluster Interface] ドロップダウン リストから、クラスタ内トラフィックに使用されるインター
フェイスを選択します。

c. （任意）クラスタ内トラフィックにおいて、クライアントと WAAS デバイスの発信元 IP アドレス
フィールドのスワップを有効にするには、[Enable swapping of source IP address in intra-cluster
traffic] チェックボックスを選択します。
クラスタ インターフェイスのポート チャネルを使用する場合、または ANC と WN の間にロード
バランシング デバイスがある場合、このオプションを有効にすることができます。このオプショ
ンは、ANC の IP アドレスではなく、クライアントの IP アドレスに基づいてロード バランシング
を行うため、最適化のために ANC が WN に配信するトラフィックのロード バランシングを改善
します。
（サーバからクライアントへのトラフィックの場合、サーバ IP アドレスを ANC IP アドレ
スとスワップします）。既存の ANC にポート チャネル クラスタ インターフェイスがある場合、
Central Manager はこの機能を自動的に有効にします。
ステップ 7

[Finish] をクリックします。

AppNav-XE コントローラ設定の構成
AppNav-XE デバイスの ANC 設定を構成するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [AppNav Controllers] タブをクリックします。
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クラスタ内のすべての ANC が一覧で示され、名前、位置、IP アドレス、クラスタ内トラフィック用に
使用されるインターフェイス、および有効化されたステータスが表示されます。
このリストから、次の作業を実行できます。

• 次の手順に従って、ANC を選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックして、ANC 用のイン
ターフェイス設定を編集します。

• ANC を選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、ANC を削除します。
• [Add AppNav Controller] タスクバー アイコンをクリックして、新しい ANC をクラスタに追加し
ます。「クラスタへの ANC の追加」（P.4-47）を参照してください。
ステップ 3

編集する ANC の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリックしま
す。

[Edit AppNav Controller] ペインが表示されます。
ステップ 4

AppNav-XE クラスタで、代行受信とクラスタ インターフェイス設定を構成します。
a. トラフィックの代行受信を有効にする必要がある WAN インターフェイスを選択します。インター
フェイスは、AppNav-XE デバイス上にあらかじめ構成されている必要があり、サービス挿入を有
効にできるインターフェイスだけが表示されます。

b. [Cluster Interface] ドロップダウン リストから、クラスタ内トラフィックに使用されるインター
フェイスを選択します。
ステップ 5

[Finish] をクリックします。

AppNav コンテキストの設定
AppNav-XE クラスタでは、最大 32 個のコンテキストを持つことができます。WAAS アプライアンス
AppNav のクラスタは、クラスタ設定で定義された 1 つのコンテキストのみを持つことができますが、
コンテキストを追加する機能は使用できません。

AppNav コンテキストを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [AppNav Contexts] タブをクリックします。
クラスタ内のすべての AppNav コンテキストが一覧で示され、名前、関連する WNG、VRF、AppNav
ポリシー、および有効化されたステータスが表示されます。
このリストから、次の作業を実行できます。

• コンテキストを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックしてコンテキストを編集します。
• コンテキストを選択し、[Delete] タスクバー アイコンをクリックしてコンテキストを削除します。
• コンテキストを選択し、[Enable] タスクバー アイコンをクリックしてコンテキストを有効にしま
す。

• コンテキストを選択し、[Disable] タスクバー アイコンをクリックしてコンテキストを無効にしま
す。

• 次の手順の説明に従って、新しいコンテキストを追加します。（WAAS アプライアンス クラスタで
は使用できません）。
ステップ 3

[Add AppNav Context] タスクバー アイコンをクリックします。
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ステップ 4
ステップ 5

[WAAS Cluster Id] ドロップダウン リストから、このコンテキストに割り当てるクラスタ ID を選択し
ます。最初の使用可能な ID が最初に選択されます。
（任意）[AppNavPolicy Name] フィールドで、クラスタに関連付ける AppNav ポリシー名を指定しま
す。ユーザが必要に応じて変更できるデフォルトの推奨ポリシー名が最初にフィールドに表示されま
す。存在しないポリシー名を入力すると、そのポリシー名が作成されます。
デフォルト名と同じ形式を使用する名前は、コンテキストに関連付けられたデフォルト ポリシー マッ
プ用に予約されているため指定できません。ただし、コンテキスト ID とは異なる番号を持つ名前は指
定できます。

ステップ 6

（任意）[WAAS Node Group] フィールドで、コンテキストに関連付ける WNG の名前を指定します。
ユーザが必要に応じて変更できるデフォルトの推奨 WNG 名が最初にフィールドに表示されます。存在
しない WNG の名前を入力すると、その名前が作成されます。WNG をコンテキストに関連付けるに
は、WNG がコンテキストで使用されるポリシー ルールで使用されている必要があります。
デフォルト名と同じ形式を使用する名前は、コンテキストに関連付けられたデフォルト WNG 用に予約
されているため指定できません。ただし、コンテキスト ID とは異なる番号を持つ名前は指定できま
す。

ステップ 7

[Next] をクリックします。

ステップ 8

コンテキストに関連づける 1 つ以上の VRF を選択します。手順は次のとおりです。

a. 必要に応じて、[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を使用して VRF リストをフィルタ
します。クイック フィルタの使用やすべての VRF の表示もできます。ペインの下部には、それぞ
れが不適格である理由とともに、不適格な VRF が一覧表示されます。
b. コンテキストに関連付ける各 VRF の横にあるボックスをオンにします。
c. [Next] をクリックします。
ステップ 9

コンテキストに関連付けられた WNG の一部に含める WN デバイスを選択します。

a. デバイス名の横にあるチェックボックスをオンにして、WAAS ノード デバイス リストで WN を選
択します。タスクバーのフィルタ設定を使用すると、デバイス リストをフィルタできます。
クラスタへの参加に不適格なデバイスがある場合、[Show Ineligible Devices] をクリックして、そ
のデバイスと不適格な理由を確認します。フィルタ設定を使用すると、リストをフィルタできま
す。

b. [Next] をクリックします。
ステップ 10

コンテキストの各 WN デバイスのクラスタ インターフェイス設定を構成します。Cluster Interface
Wizard は、コンテキスト内の WN ごとに 1 画面ずつ表示されます。

a. グラフィカル インターフェイス ウィザードを使用して、必要に応じて、デバイス上に個々のイン
ターフェイスを設定します。ウィザードの使用方法の詳細については、「グラフィカル インター
フェイス ウィザードによるインターフェイス設定」（P.4-21）を参照してください。

b. [Cluster Interface] ドロップダウン リストから、クラスタ内トラフィックに使用されるインター
フェイスを選択します。

c. [Next] をクリックします。複数の WN を設定している場合、各デバイスについて同様の画面が表
示されます。
ステップ 11

コンテキストの設定を保存するには、[Finish] をクリックします。
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WAAS ノードの設定
WAAS アプライアンス クラスタ内のすべての WN が application-accelerator デバイス モードと
appnav-controller 代行受信モードで設定されている必要があります。Central Manager AppNav ウィ
ザードを使用してクラスタを作成した場合、この両方の設定はすでに行われています。（ウィザードは

interception モードを設定します。device モードはウィザード実行前に設定されているはずです）。
AppNav クラスタ 内で、WN 用の次の設定を構成できます。
• WN が属する WNG
• AppNav コントローラ インターフェイス モジュール インターフェイス設定（ポート チャネル、ス
タンバイ、およびブリッジ グループ インターフェイスの設定を含む）

• クラスタ内トラフィック用に使用されるクラスタ インターフェイスを選択する

WN 設定を行うには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [WAAS Nodes] タブをクリックします。
クラスタ内のすべての WN が一覧で示され、名前、位置、IP アドレス、使用中のインターフェイス、
ノードが属する WNG、および有効化されたステータスが表示されます。
このリストから、次の作業を実行できます。

• WN を選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックして、WN の設定を変更します。
• WN を選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、WN を削除します。
• [Add WAAS Node] タスクバー アイコンをクリックして、新しい WN をクラスタに追加します。
「クラスタへの新しい WAAS ノードの追加」（P.4-49）を参照してください。
• ノードを選択して [Enable] タスクバー アイコンをクリックして、無効化された WN を有効にしま
す。

• ノードを選択して [Disable] タスクバー アイコンをクリックして、WN を無効にします。
ステップ 3

編集する WN の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。

[WAAS Node] ペインが表示されます。
ステップ 4

[WAAS Node Group] ドロップダウン リストからノードを割り当てる WNG を選択します。

ステップ 5

必要に応じて、グラフィカル インターフェイス ビューで、デバイス上にインターフェイスを設定しま
す。ウィザードの使用方法の詳細については、
「グラフィカル インターフェイス ウィザードによるイン
ターフェイス設定」（P.4-21）を参照してください。

ステップ 6

[Cluster Interface] ドロップダウン リストでクラスタ内トラフィック用に使用するインターフェイスを
選択します。

ステップ 7

（任意）クラスタ内トラフィックにおいて、クライアントと WAAS デバイスの発信元 IP アドレス
フィールドのスワップを有効にするには、[Enable swapping of source IP address in intra-cluster traffic]
チェックボックスを選択します。（このオプションは、AppNav-XE クラスタで使用される WN では使
用できません）。
クラスタ インターフェイスのポート チャネルを使用する場合、または ANC と WN の間にロード バラ
ンシング デバイスがある場合、このオプションを有効にすることができます。このオプションは、
ANC の IP アドレスではなく、クライアントの IP アドレスに基づいてロード バランシングを行うた
め、最適化のために ANC が WN に配信するトラフィックのロード バランシングを改善します。（サー
バからクライアントへのトラフィックの場合、サーバ IP アドレスを ANC IP アドレスとスワップしま
す）。既存の ANC にポート チャネル クラスタ インターフェイスがある場合、Central Manager はこの
機能を自動的に有効にします。
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ステップ 8

[OK] をクリックして設定内容を保存します。

WAAS ノード グループの設定
WNG 設定を行うには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [WAAS Node Groups] タブをクリックします。
クラスタ内のすべての WNG が一覧で示され、名前、説明、およびグループに含まれる WN が表示さ
れます。AppNav-XE クラスタでは、リストも WAAS クラスタ ID を表示します。
このリストから、次の作業を実行できます。

• WNG を選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックして、WNG の設定を変更します。
• WNG を選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、WNG を削除します。
• [Add WAAS Node Group] タスクバー アイコンをクリックして、新しい WNG をクラスタに追加し
ます。「クラスタへの新しい WAAS ノード グループの追加」（P.4-50）を参照してください。
ステップ 3

編集する WNG の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリックしま
す。

ステップ 4

（任意）[Description] フィールドに、WAAS アプライアンス クラスタ上に最大 32 文字までの英数字を
含む WNG の説明を入力します。AppNav-XE クラスタでは、スペースを含まずに最大 241 文字まで入
力できます。

ステップ 5

[OK] をクリックして設定内容を保存します。

WNG クラスタに必要なコンテキストを使用して新しく作成された AppNav-XE を関連付けるには、コ
ンテキストの AppNav ポリシー ルールで使用する必要があります。1 つまたは複数のルールに対して、
ポリシー ルールの [Distribute To] アクション用に WNG を選択します。

WAAS ノード用の AppNav クラスタ 設定の構成
[WAAS Node Configuration] ウィンドウは、デバイス モードが appnav-controller として設定されてい
る場合にのみ WN で使用可能になり、このウィンドウは、WN が WAAS バージョン 5.2.1 以降を実行
し、AppNav クラスタの一部でない場合にのみ編集可能になります。
WAAS ノード レベルで AppNav クラスタ 設定を構成するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] [AppNav Cluster] > [AppNav Cluster] を選択します。
[WAAS Node Configuration）] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3

（任意）この WN が ANC によって配信されたトラフィックを処理できるようにするには、[Enable
WAAS Node] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

（任意）[Description] フィールドに、WN の説明を入力します。最大 200 文字までの英字と数字だけを
使用します。

ステップ 5

（任意）[Authentication Key] フィールドと [Confirm Authentication Key] フィールドに、WN と ANC
間の通信を認証するために使用する認証キーを入力します。文字と数字だけを使用して、最大 64 文字
を入力します。

ステップ 6

（任意）[Shutdown Wait Time] フィールドに、シャット ダウンする前にすべての接続を終了するまで、
WN が待機する必要がある秒数を入力します。デフォルトは 120 秒です。

ステップ 7

（任意）ANC により、この WN の自動検出を有効にするには、[Enable WAAS Node Auto Discovery]
チェックボックスをオンにします。（WAAS バージョン 5.1 以前の WN では使用されません）。
この設定は、AppNav-XE ANC が CLI によって作成され、Central Manager によって設定されていな
いクラスタに参加する WN を検出できるようにすることを意図しています。

ステップ 8

[WAAS Node Auto Discovery Interface] ドロップダウン リストから、自動検出に使用する WN イン
ターフェイスを選択します。（WAAS バージョン 5.1 以前の WN では使用されません）。

ステップ 9

[Submit] をクリックします。

クラスタ レベルで AppNav クラスタ 設定を構成するには、「AppNav クラスタ 設定の構成」（P.4-38）
を参照してください。通信の認証に認証キーを使用する場合は、同じキーを持つクラスタと各 WN を
設定する必要があります。

（注）

WN を AppNav-XE クラスタに追加するために、自動ノード検出と Central Manager の両方を使用しな
いでください。AppNav-XE で自動ノード検出を無効にしてから、デバイスを登録し、Central
Manager を使用してクラスタに追加することを推奨します。

AppNav クラスタへのデバイスの追加と削除
ここでは、次の内容について説明します。

• 「クラスタへの ANC の追加」（P.4-47）
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• 「クラスタからの ANC の削除」（P.4-48）
• 「クラスタへの新しい WAAS ノードの追加」（P.4-49）
• 「クラスタからの WAAS ノードの削除」（P.4-50）
• 「クラスタへの新しい WAAS ノード グループの追加」（P.4-50）
• 「クラスタからの WAAS ノード グループの削除」（P.4-51）

クラスタへの ANC の追加
新しい ANC を AppNav クラスタに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

新しい各 ANC で基本的なデバイスとネットワークの設定を構成して、デバイス モードが WAAS アプ
ライアンスで appnav-controller に設定されていることを確認します。

ステップ 2

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 3

トポロジ図の下にある [AppNav Controllers] タブをクリックします。

ステップ 4

[Add AppNav Controller] タスクバー アイコンをクリックします。
[Add AppNav Controller] ペインが表示されます。

ステップ 5

追加する ANC デバイスを選択します。

a. デバイス名の横にあるチェックボックスを選択して、AppNav コントローラ デバイス リストの
ANC を 1 つまたは複数選択します。タスクバーのフィルタ設定を使用すると、デバイス リストを
フィルタできます。
クラスタへの参加に不適格なデバイスがある場合、[Show Ineligible Devices] をクリックして、そ
のデバイスと不適格な理由を確認できます。フィルタ設定を使用すると、リストをフィルタできま
す。

b. [Next] をクリックします。
ステップ 6

追加する各 ANC デバイスの代行受信方式、ポリシー、WCCP 設定（WCCP 代行受信を使用している
場合）、VRF、およびインターフェイスを設定します（WAAS アプライアンスと AppNav-XE クラスタ
用に異なる画面とオプションが表示されます）。

a. [Interception Method] ドロップダウン リストから、[WCCP]、または [Inline] を選択します。
（AppNav-XE クラスタでは使用されません）。
b. [AppNav Policy-Map] ドロップダウン リストから、ANC に適用する AppNav ポリシーを選択しま
す。（AppNav-XE クラスタでは使用されません）。
c. （任意）ANC デバイスで最適化を有効にする場合、[Enable WAN optimization (Internal WAAS
Node)] チェックボックスを選択します。（AppNav-XE クラスタでは使用されません）。
d. （任意）WAN 最適化を有効にした場合は、[WAAS Node Group] ドロップダウン リストで、内部
WN が属する WNG を選択します。（AppNav-XE クラスタでは使用されません）。
e. [Next] をクリックします。
f. （任意）WCCP 代行受信を選択する場合、表示された [WCCP settings] ペインで WCCP 設定を行
います。WCCP 設定の詳細については、「ANC 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示」
（P.5-25）を参照してください。必ず、[Enable WCCP Service] チェックボックスを選択して、
WCCP を有効にしてください。
g. WCCP 設定を行ったら、[Next] をクリックします。
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h. AppNav-XE クラスタで、使用する各 VRF インスタンスの横にあるボックスをオンにして、サー
ビス コンテキストに関連付ける VRF インスタンスを選択します。VRF のデフォルトを選択する場
合、他の VRF を選択できません。複数の VRF を選択する場合、重複送信元の IP アドレスを含め
ないでください。すべての ANC で使用可能な VRF だけが表示されます。

[Next] をクリックします。
i. ANC 代行受信インターフェイスを設定します。WAAS アプライアンス クラスタでは、Cluster
Interface Wizard のグラフィカル インターフェイスを使用し、AppNav-XE クラスタでは、ルータ
インターフェイスのリストから選択します。WAAS アプライアンスのインライン代行受信を選択
する場合は、ブリッジ グループ インターフェイスを設定する必要があります。ウィザードの使用
の詳細については、「グラフィカル インターフェイス ウィザードによるインターフェイス設定」
（P.4-21）を参照してください。

j. [Cluster Interface] ドロップダウン リストでクラスタ内トラフィック用に使用するインターフェイ
スを選択します。

k. （任意）クラスタ内トラフィックにおいて、クライアントと WAAS デバイスの発信元 IP アドレス
フィールドのスワップを有効にするには、[Enable swapping of source IP address in intra-cluster
traffic] チェックボックスを選択します。（AppNav-XE クラスタには該当しません）。
クラスタ インターフェイスのポート チャネルを使用する場合、または ANC と WN の間にロード
バランシング デバイスがある場合、このオプションを有効にすることができます。このオプショ
ンは、ANC の IP アドレスではなく、クライアントの IP アドレスに基づいてロード バランシング
を行うため、最適化のために ANC が WN に配信するトラフィックのロード バランシングを改善
します。
（サーバからクライアントへのトラフィックの場合、サーバ IP アドレスを ANC IP アドレ
スとスワップします）。既存の ANC にポート チャネル クラスタ インターフェイスがある場合、
Central Manager はこの機能を自動的に有効にします。

l. [Next] をクリックして、設定を保存し、追加する次の ANC に進みます。これが追加する最後の
ANC である場合は、[Finish] をクリックします。

最大 2 分のコンバージェンス待機時間の後、クラスタ内でトラフィック代行受信および配信用に新しい
ANC が使用できます。新しい ANC での代行受信は、デバイスが完全にクラスタに追加されるまで防
止されます。「AppNav クラスタのモニタリング」（P.4-51）の説明に従って、ANC のステータスをモ
ニタできます。

クラスタからの ANC の削除
ANC を AppNav クラスタ から正常に削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ANC のトラフィック代行受信パスを無効にします。インライン ANC の場合は、in-path インターフェ
イスをシャットダウンし、WCCP を使用する ANC の場合は、WCCP を無効にします。
以前、この ANC にルーティングされたトラフィックは、クラスタ内の別の ANC に再ルーティングさ
れます。

ステップ 2

ANC を無効にします（AppNav-XE クラスタでは必要ありません）。
a. WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。
b. トポロジ図の下にある [AppNav Controllers] タブをクリックします。
c. 無効にする ANC の横のオプション ボタンをクリックして、[Disable] タスクバー アイコンをク
リックします。

ANC は無効になり、クラスタ内の他の ANC でサービス到達不能アラームが発生します。
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ステップ 3

（任意）永続的に ANC を削除するには、削除する ANC の横のオプション ボタンをクリックして、
[Delete] タスクバー アイコンをクリックします。
このアクションはすべての他の ANC の ANCG から ANC を削除し、他の ANC のサービス到達不能ア
ラームをクリアします。ANC が WCCP 代行受信用に設定されている場合は、デバイスのすべての
WCCP 設定が削除されます。ANC が WN としても設定されている場合は、クラスタから WN が削除
されます。

ステップ 4

（任意）ANC の電源を切ります。

クラスタへの新しい WAAS ノードの追加
クラスタに新しい WAAS ノード（WN）を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [WAAS Nodes] タブをクリックします。

ステップ 3

[Add WAAS Node] タスクバー アイコンをクリックします。
[Add WAAS Nodes] ペインが表示されます。

ステップ 4

デバイス名の横にあるチェックボックスを選択して、WAAS ノード デバイス リストの WN を 1 つまた
は複数選択します。タスクバーのフィルタ設定を使用すると、デバイス リストをフィルタできます。
クラスタへの参加に不適格なデバイスがある場合、[Show Ineligible Devices] をクリックして、そのデ
バイスと不適格な理由を確認します。フィルタ設定を使用すると、リストをフィルタできます。

ステップ 5

[Next] をクリックします。

ステップ 6

WNG、および追加している各 WN デバイスのインターフェイスを設定します。
a. [WAAS Node Group] ドロップダウン リストから新しい WN を追加する WNG を選択します。リ
ストに定義済みの WNG が表示されます。
b. [Next] をクリックします。
c. Cluster Interface Wizard グラフィカル インターフェイスを使用して、WN インターフェイスを設
定します。このウィザードの使用方法の詳細については、「グラフィカル インターフェイス ウィ
ザードによるインターフェイス設定」（P.4-21）を参照してください。

d. [Cluster Interface] ドロップダウン リストでクラスタ内トラフィック用に使用するインターフェイ
スを選択します。

e. （任意）クラスタ内トラフィックにおいて、クライアントと WAAS デバイスの発信元 IP アドレス
フィールドのスワップを有効にするには、[Enable swapping of source IP address in intra-cluster
traffic] チェックボックスを選択します。（AppNav-XE クラスタでは使用できません）。
クラスタ インターフェイスのポート チャネルを使用する場合、または ANC と WN の間にロード
バランシング デバイスがある場合、このオプションを有効にすることができます。このオプショ
ンは、ANC の IP アドレスではなく、クライアントの IP アドレスに基づいてロード バランシング
を行うため、最適化のために ANC が WN に配信するトラフィックのロード バランシングを改善
します。
（サーバからクライアントへのトラフィックの場合、サーバ IP アドレスを ANC IP アドレ
スとスワップします）。既存の ANC にポート チャネル クラスタ インターフェイスがある場合、
Central Manager はこの機能を自動的に有効にします。

f. [Next] をクリックして、設定を保存し、追加する次の WN に進みます。これが追加する最後の
WN である場合は、[Finish] をクリックします。
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ステップ 7

WN の最適化を設定し、有効にします。最適化の設定の詳細については、第 13 章「アプリケーション
アクセラレーションの設定」を参照してください。

最大 2 分のコンバージェンス待機時間の後、すべての ANC で新しい WN が最適化用に使用できます。

クラスタからの WAAS ノードの削除
クラスタから WAAS ノード（WN）を削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [WAAS Nodes] タブをクリックします。

ステップ 3

ノードを選択し、[Disable] タスクバー アイコンをクリックします。
これによって、WN はクラスタから正常に脱退できます。ANC は新しいフローを WN に送信すること
をやめますが、接続数が 0 になるまで、または最大シャットダウン待機時間を過ぎるまで、既存のフ
ローを WN に配信し続けます。

（注）

ステップ 4

デフォルトのシャットダウン待機時間は 120 秒です。[AppNav Cluster] タブの [Shutdown
Wait Time] フィールドで、待機時間を設定できます。

（任意）WN での正常な終了プロセスが完了した（既存のすべての接続が終了した）場合、ノードを選
択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックすると、ANC の WNG から WN が削除されます。
ウィンドウの上部にあるトポロジ図でノードのステータスをモニタできます。ノードが接続の処理を終
えたとき、デバイスのカラー ステータス ランプ インジケータが灰色に変わります。

ステップ 5

（任意）WN の電源を切ります。

クラスタへの新しい WAAS ノード グループの追加
クラスタに新しい WNG を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [WAAS Node Groups] タブをクリックします。

ステップ 3

[Add WAAS Node Group] タスクバー アイコンをクリックします。
[Add WAAS Node Group] ペインが表示されます。

ステップ 4
ステップ 5

[Name] フィールドに、WAAS アプライアンス クラスタ上に最大 32 文字の英数字を含む WNG の名前
を入力します。AppNav-XE クラスタでは、スペースを含まずに最大 64 文字まで入力できます。
（任意）[Description] フィールドに、WAAS アプライアンス クラスタ上に '、|、\、;、` を含む最大 200
文字までの英数字を使用して、WNG の説明を入力します。AppNav-XE クラスタでは、スペースを含
まずに最大 241 文字まで入力できます。

ステップ 6

[OK] をクリックして設定内容を保存します。

ステップ 7

新しい WNG に WN を 1 つまたは複数追加します。新しい WN を追加するには、「クラスタへの新し
い WAAS ノードの追加」（P.4-49）を参照してください。または既存の WN を新しい WNG にもう一
度割り当てるには、「WAAS ノードの設定」（P.4-44）を参照してください。
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最大 2 分のコンバージェンス待機時間の後、すべての ANC で新しい WNG が最適化用に使用できま
す。

クラスタからの WAAS ノード グループの削除
クラスタから WAAS ノード グループ（WNG）を削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [WAAS Nodes] タブをクリックします。

ステップ 3

WNG の各 WN に対して、ノード名の横のオプション ボタンをクリックして、[Disable] タスクバー ア
イコンをクリックします。これによって、各 WN はクラスタから正常に脱退できます。

ステップ 4

クラスタからすべての WN が正常に脱退し終えたら、[WAAS Node Groups] タブをクリックします。
ウィンドウの上部にあるトポロジ図でノードのステータスをモニタできます。ノードが接続の処理を終
えたとき、デバイスのカラー ステータス ランプ インジケータが灰色に変わります。

ステップ 5

削除する WNG を選択し、[Delete] タスクバー アイコンをクリックします。

AppNav クラスタのモニタリング
AppNav クラスタをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。
[cluster home] ウィンドウにクラスタ トポロジとデバイスのステータスが表示されます（図 4-5 を参
照）。
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図 4-5

AppNav クラスタ トポロジおよびステータス

トポロジ図を拡大または縮小するには、タスクバーの [+] または [–] 虫眼鏡アイコンをクリックします。
図をクリックして、ウィンドウ内をドラッグすると、図を移動できます。
クラスタ設定を変更するには、トポロジ図の下にある [Cluster Settings] タブの任意のフィールドを編
集して、[Submit] をクリックします。AppNav-XE クラスタでは、[Name] および [Description] フィー
ルドは表示されません。
すべての AppNav コンテキストを表示するには、図の下にある [AppNav Contexts] タブをクリックし
ます。このタブから、AppNav コンテキストの編集、削除、追加、有効化、無効化ができます。このタ
ブは、WAAS アプライアンス クラスタでは表示されません。
すべての ANC を表示するには、図の下にある [AppNav Controllers] タブをクリックします。このタブ
では、クラスタ内の ANC の編集、削除、追加、有効化、無効化ができます。
すべての WN を表示するには、図の下にある [WAAS Nodes] タブをクリックします。このタブでは、
クラスタ内の WN の編集、削除、追加、有効化、無効化ができます。
すべての WNG を表示するには、図の下にある [WAAS Node Groups] タブをクリックします。このタ
ブでは、クラスタ内の WNG の編集、削除、追加ができます。
クラスタ全体のステータスは、次のように、図の左上角に表示されます。

• 緑：すべての ANC がエラーのない状態で動作している。
• 黄：1 つまたは複数の ANC に動作上の問題があるため、低下状態である。これは、すべてのノー
ドがステータス アップデートを送信するまでの初期状態でもあります。

• 赤：すべての ANC がダウンしているためクラスタがダウンしているか、または、1 つまたは複数
の ANC の間に接続がないスプリット クラスタを示している。
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クラスタ全体のステータスは、管理上無効にされた ANC を含んでいません。
各デバイスのカラー ステータス ランプ インジケータ、および各 WNG の周囲の点線が、デバイスまた
はグループのステータスを示します。

• 緑：エラーのない状態で動作している
• 黄：低下状態（過負荷、クラスタに参加中、または、その他の非クリティカルな動作上の問題があ
る）

• 赤：クリティカル（クリティカルな状態のプロセスが、1 つまたは複数ある）
• 灰色：無効
• 黒：不明なステータス
各デバイスの間のカラーラインは、デバイス間のステータスを示しています。

• 緑：エラーのない状態で動作している
• 赤：リンクがダウンしている
• 黒：不明なステータス
自動ノード検出によって AppNav-XE クラスタに追加されたデバイスの右上隅に赤いプラス（+）記号
が表示されます。このようなデバイスのクラスタ設定は Central Manager では管理されないので、設定
が正しいかどうかを確認する必要があります。また、デバイスが Central Manager に登録されていない
場合、デバイスからの統計情報は Central Manager レポートに集約されません。デバイスが Central
Manager に登録されている場合、その最適化（AppNav ではありません）統計情報は Central Manager
レポートに含まれます。

（注）

WN を AppNav-XE クラスタに追加するために、自動ノード検出と Central Manager の両方を使用しな
いでください。AppNav-XE で自動ノード検出を無効にしてから、デバイスを登録し、Central
Manager を使用してクラスタに追加することを推奨します。自動検出の設定の詳細については、
「WAAS ノード用の AppNav クラスタ 設定の構成」（P.4-45）を参照してください。
警告インジケータは、デバイスがこの 60 秒の間に応答しなかった（デバイ
オレンジ色の三角形の
スがオフラインであるか、または到達不能である可能性がある）ために Central Manager が最新情報を
持っていないデバイスの上に表示されます。

（注）

最近削除されたデバイスは、すべてのデバイスが新しいクラスタ トポロジに同意するまで、数分間、
トポロジ図に表示されます。
より包括的なデバイスのステータス表示を参照するには、デバイス アイコンの上でカーソルをホバリ
ングし、[360-degree Network Device View] ポップアップ ウィンドウを表示します（図 4-6）。WN デ
バイスのポップアップ ウィンドウも同様です。
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図 4-6

ANC360-Degree Network Device View

[360-degree Network Device View] には、次のステータス情報が表示されます。
• デバイス名および IP アドレス。
• デバイスの種類とソフトウェア バージョン。
• （ANC のみ）WAAS アプライアンスの代行受信方式を表示する [Interception] タブ（インラインま
たは WCCP）。インラインの場合、このタブには、代行受信用に定義されたブリッジ グループ、そ
のメンバー インターフェイス、およびそのステータスが表示されます。WCCP の場合、このタブ
には、定義済みの WCCP サービス ID、それらに関連付けられたクライアント IP アドレス、ルー
タ IP アドレス、問題に関するメモが一覧で表示されます。AppNav-XE デバイスの場合、このタ
ブは代行受信が有効化されているルータ インターフェイスとそのステータスを表示します。

• （ANC のみ）過負荷状態がモニタリングされている AppNav ポリシー表示する [Overloaded
Policies] タブ。（AppNav-XE デバイスには表示されません）。
• （ANC のみ）クラスタ内のすべてのデバイス（デバイス名、IP アドレス、サービスの種類、有効
状態、およびエラー状態の理由）を一覧で表示する [Cluster Control] タブ。
• （WN のみ）アプリケーション アクセラレータとそのステータスを表示する [Optimization] タブ。
• デバイスの保留中アラームを一覧で表示する [Alarms] タブ。（AppNav-XE デバイスには表示され
ません）。

• デバイス インターフェイスとステータスを一覧で表示する [Interfaces] タブ。インターフェイス リ
ストの上にあるドロップダウン リストからフィルタの種類を選択し、フィルタリング条件を入力
して、フィルタ アイコンをクリックすることで、リストをフィルタできます。
右上角のピン アイコンをクリックすると、アイコン ステータス ウィンドウをピン留めして開いたまま
にできます。ポップアップをブラウザ内の任意の位置にドラッグすることもできます。
「[AppNav] レポート」（P.17-44）の記述に従って、詳細なクラスタ ステータスについては、[Monitor]
> [AppNav] > [AppNav Report] を選択して表示します。
複数の AppNav クラスタ がある場合、メニューから [AppNav Clusters] > [All AppNav Clusters] を選
択すると、すべての AppNav Cluster の簡略ステータスを一度に参照できます。

WAAS アプライアンス クラスタの接続をトレースするには、「接続 トレース」（P.4-55）を参照してく
ださい。
AppNav-XE クラスタの接続統計情報を表示するには、「接続統計情報」（P.4-56）を参照してくださ
い。
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AppNav の高度なトラブルシューティング情報の詳細については、Cisco DocWiki にある『Cisco
WAAS Troubleshooting Guide for Release 4.1.3 and Later』にある記事『Troubleshooting AppNav』を
参照してください。

（注）

クラスタ内のすべての ANC にわたる設定が同期されていない場合、
「Force Settings on all Devices in a
Group」という名前のタスクバー アイコンが表示されます。このアイコンが表示されたときは、クラス
タの設定、ANC 設定、WN 設定、および WNG 設定が、クラスタ内のすべての ANC で一致していま
せん。この問題は、CLI を使用して Central Manager 以外からデバイスを設定した場合に発生すること
があります。このタスクバー アイコンをクリックして、クラスタの Central Manager に現在表示される
設定を使用してすべてのデバイスを更新します。

接続 トレース
WAAS アプライアンス クラスタの AppNav トラブルシューティング フローを支援するために、
Central Manager の Connection Trace ツールを使用できます。このツールは、特定の接続に関して次の
情報を表示します。

• 接続がパススルーされているか、または、WNG へ配信されているか
• 該当する場合は、パススルーの理由
• 接続が配信された WNG および WN
• この接続に関してモニタされているアクセラレータ
• 適用されているクラス マップ

Connection Trace ツールを使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Monitor] > [Tools] > [Connection Trace] を選択します。

ステップ 3

[AppNav Controller] ドロップダウン リストで、トレースする接続を持つ ANC を選択します。

ステップ 4

[Site (Remote Device)] ドロップダウン リストで、リモートサイトのピア WAAS デバイスを選択しま
す。

ステップ 5

[Source IP]、[Source Port]、[Destination IP]、および [Destination Port] フィールドのうちの 1 つまた
は複数のフィールドに、1 つまたは複数の接続に対する一致基準を入力します。

ステップ 6

[Trace] をクリックして、IP アドレスおよびポート基準に一致する接続を表示します。
フィールドの下にある [Connection Tracing Results] テーブルに接続が表示されます。必要に応じて、
[Show] ドロップダウン リストのフィルタ設定を使用して接続リストをフィルタします。クイック フィ
ルタを使用して、任意の値で接続をフィルタすることができます。すべての接続を表示することもでき
ます。

CLI から show appnav-controller flow-distribution EXEC コマンドを使用して、フロー配信情報を表
示できます。

WAAS アプライアンス AppNav クラスタの接続をトレースするために使用できる別のトラブルシュー
ティング ツールとして、WAAS Tcptraceroute ツールがあります。詳細については、「WAAS TCP
Traceroute の使用」（P.17-62）を参照してください。
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接続統計情報
AppNav-XE クラスタの AppNav 接続統計情報を表示するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav Clusters] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Monitor] > [Tools] > [Connection Statistics] を選択します。

ステップ 3

[AppNav Controller] ドロップダウン リストから、統計情報を表示する ANC を選択します。

ステップ 4

[Source IP Address]、[Source Port]、[Destination IP Address]、[Destination Port]、および [Vrf Name]
の 1 つまたは複数のフィールドで、1 つまたは複数の接続の一致基準を入力します。

ステップ 5

[Submit] をクリックして、IP アドレスとポート基準に一致する接続統計情報を表示します。
接続は、フィールドの下の接続統計情報テーブルに表示されます。必要に応じて、[Show] ドロップダ
ウン リストのフィルタ設定を使用して接続リストをフィルタします。クイック フィルタを使用して、
任意の値で接続をフィルタすることができます。すべての接続を表示することもできます。

show service-insertion statistics connection EXEC コマンドを使用して、CLI からの接続統計情報を
表示できます。
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