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はじめに
ここでは、『Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド』の対象読者、
構成、および表記法について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。
•

対象読者

•

マニュアルの構成

•

表記法

•

関連資料

•

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

対象読者
このガイドは、Cisco Wide Area Application Services（WAAS）の設定と保守を担当する経験の
あるネットワーク管理者を対象にしています。
インターネットに使用される基本概念や用語に精通し、ネットワーク内のデバイスが使用でき
るネットワーク トポロジとプロトコルを理解する必要があります。また、WAAS ネットワーク
が稼働する Microsoft Windows、Linux、または Solaris のようなオペレーティング システムの使
用経験と知識が必要です。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。
章

Title

説明

第1章

Cisco WAAS の概要

WAAS 製品とその機能の概要を提供します。

第2章

WAAS ネットワークの計画

ネットワークに WAAS 製品を設置する前に
読む必要がある一般的なガイドラインと準
備情報を提供します。

第3章

デバイス グループとデバイス位
置の使用

複数のデバイスを同時に管理し、設定しや
すいように、グループを作成する方法につ
いて説明します。また、デバイスの位置に
ついても説明しています。

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

21

章

Title

説明

第4章

AppNav の設定

AppNav 導入モデルを使用して WAAS ネット
ワークを設定する方法について説明します。

第5章

トラフィック代行受信の設定

WAAS ソフトウェアによる、IP ベース ネッ
トワークにおけるすべての TCP トラフィッ
クの代行受信サポートについて説明します。

第6章

ネットワーク設定の構成

DNS や CDP のようなインターフェイスおよ
び基本的なネットワーク設定を行う方法に
ついて説明します。

第7章

管理ログインの認証、許可、お
よびアカウンティングの設定

WAAS ネットワーク内の WAE の管理ログイ
ンの認証、許可、アカウンティングを集中
的に設定する方法について説明します。

第8章

管理者ユーザ アカウントおよび
グループの作成と管理

WAAS Central Manager GUI から、デバイス
に基づく CLI アカウントとロールに基づく
アカウントを作成する方法について説明し
ます。

第9章

Cisco WAAS デバイス用の IP ア
クセス コントロール リストの作
成および管理

WAE 用のインターネット プロトコル（IP）
アクセス コントロール リスト（ACL）を集
中的に作成し、管理する方法について説明
します。

第 10 章

その他のシステム設定の構成

NTP サーバの指定やデバイス上の時間帯の
設定のような他のさまざまなシステム設定
作業を実行する方法について説明します。

第 11 章

ファイル サービスの設定

集中管理されたデータセンターに保存され
ているデータにブランチ オフィスのユーザ
がより効率的にアクセスできる Common
Internet File System アクセラレーションを設
定する方法について説明します。

第 12 章

アプリケーション アクセラレー
ションの設定

WAAS システムで、WAN 経由で加速される
アプリケーション トラフィックの種類を決
定するアプリケーション ポリシーを設定す
る方法について説明します。

第 13 章

ネットワーク解析モジュールの
設定

WAAS Central Manager における Cisco
Network Analysis Module（NAM）の設定と
使用方法について説明します。

第 14 章

WAAS システムの保守

WAAS システムを保守するために実行する
必要がある作業について説明します。

第 15 章

WAAS ネットワークのモニタリ
ングおよびトラブルシューティ
ング

WAAS システムの問題を特定し、解決する
ために使用できる WAAS Central Manager
GUI のモニタリング ツールとトラブル
シューティング ツールについて説明します。

第 16 章

SNMP モニタリングの設定

SNMP トラップ、受信者、コミュニティ ス
トリングおよびグループの関連性、ユーザ
セキュリティ モデル グループ、ユーザ アク
セス権を設定する方法について説明します。
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章

Title

説明

付録 A

定義済み最適化ポリシー

システムに組み込まれているポリシーに基
づいて、WAAS によって最適化またはパス
スルーされる事前定義済みのアプリケー
ションと分類子のリストを示します。

付録 B

トランザクション ログ形式

トランザクション ログの形式について説明
します。

表記法
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。
太字

コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[ ]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

[x|y|z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、
縦棒で区切って示しています。

出力例では、次の表記法を使用しています。
screen フォント

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで
示しています。

太字の screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示
しています。

イタリック体の

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示し
ています。

screen フォント
< >

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで
示しています。

[ ]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲ん
で示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、
コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
（注） 「注釈」を意味します。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介して

います。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

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

23

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントは、トラブルシューティングや操作でない場合もあり
ますが、時間を節減できます。

関連資料
Cisco WAAS ソフトウェアおよびハードウェアの詳細については、次のマニュアルを参照して
ください。
• 『Release Note for Cisco Wide Area Application Services』
• 『Cisco Wide Area Application Services Upgrade Guide』
• 『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』
• 『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』
• 『Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド』
（本マニュアル）
• 『Cisco Wide Area Application Services API Reference』
• 『Cisco WAAS Troubleshooting Guide for Release 4.1.3 and Later』
• 『Cisco Wide Area Application Services Monitoring Guide』
• 『Cisco Wide Area Application Services vWAAS Installation and Configuration Guide』
• 『Configuring WAAS Express』
• 『Cisco WAAS on Service Modules for Cisco Access Routers』
• 『Configuring Cisco WAAS Network Modules for Cisco Access Routers』
• 『WAAS Enhanced Network Modules』
• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Wide Area Virtualization Engines』
• 『Cisco Wide Area Virtualization Engine 294 Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Wide Area Virtualization Engine 594 and 694 Hardware Installation Guide』
• 『Cisco Wide Area Virtualization Engine 7541, 7571, and 8541 Hardware Installation Guide』
• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Content Networking Product Series』
• 『Installing the Cisco WAE Inline Network Adapter』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、
毎月更新される『What’s New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの
新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサ
ポートしています。
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パート 1

Cisco WAAS の概要と計画

CHAPTER

1

Cisco WAAS の概要
この章では、Cisco Wide Area Application Service（WAAS）ソリューションの概要と、ワイドエ
リア ネットワークでのデータ伝送に関する最も一般的な課題に対応するための Cisco WAAS の
主な機能について説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と Cisco Wide Area Application
Engine（WAE）を総称する用語として「Cisco WAAS デバイス」を使用します。WAE という用
語は、WAE および Cisco Wide Area Virtualization Engine（WAVE）アプライアンス、WAAS を実
行する Cisco Services-Ready Engine サービス モジュール（SRE-SM）、および Cisco Virtual
WAAS（vWAAS）インスタンスを指します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

Cisco WAAS について

•

Cisco WAAS の主なサービス

•

Cisco WAAS インターフェイスの概要

•

Cisco WAAS の利点

Cisco WAAS について
WAAS システムは、ネットワーク経由の TCP トラフィックを最適化するために協働する WAE
と呼ばれる一連のデバイスから構成されます。クライアント アプリケーションとサーバ アプ
リケーションが相互に通信するとき、ネットワークは、クライアント アプリケーションと送信
先サーバの代理として機能できるように、このトラフィックを WAE へ転送します。WAE はト
ラフィックを検査し、組み込みの最適化ポリシーを使用して、そのトラフィックを最適化する
か、または最適化されていない状態でネットワークを通過させるかを判定します。
WAAS バージョン 5.0 では、最適化のためにトラフィックを WAAS デバイス間に分散させる役
割を果たすことによって代行受信スイッチまたはルータに対する依存を大幅に削減する、新し
い AppNav 導入モデルが採用されました。AppNav コントローラ インターフェイス モジュール
を含む WAAS アプライアンスは、WAAS デバイスへのトラフィック フローを制御して最適化
を実行する AppNav ポリシーを備えた特殊な AppNav コントローラ モードで動作します。
AppNav モデルは、データセンターへの導入に非常に適しており、この環境での WAN 最適化の
課題の多くに対処します。

（注）

AppNav コントローラを使用することなく、新しい AppNav モデルまたは従来のモデルで
WAAS を配置できます。
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Cisco WAAS について

WAAS Central Manager GUI を使用して、ネットワーク内の WAE と最適化ポリシーを一元的に
設定およびモニタします。また、WAAS Central Manager GUI を使用すると、WAAS システムが
カスタム アプリケーションやあまり一般的でないアプリケーションを最適化できるように、新
しい最適化ポリシー ルールを作成することもできます。
Cisco WAAS を使用すると、企業は次の目標を達成できます。
•

ブランチ オフィスの社員が地理的に分散したネットワーク経由で LAN のように情報やア
プリケーションにアクセスできる。

•

アプリケーション サーバやファイル サーバをブランチ オフィスから集中管理されたデー
タセンターへ移行する。

•

高度な圧縮アルゴリズムを使用して、WAN の不必要な帯域幅使用量を最小限に抑える。

•

次のような共通の問題を解決して、WAN 経由のアプリケーションのパフォーマンスを改善
する。
– データ レートが低い（帯域幅の制約）
– フレームの配信が遅い（ネットワークの遅延が大きい）
– パケット損失の確率が高い（信頼性が低い）

（注）

WAAS Express 機能が有効になった Cisco ルータである WAAS Express デバイスは、他の WAAS
デバイスと相互運用可能です。WAAS Express デバイスでは、基本的な WAN 最適化と一部のア
プリケーション最適化が提供されますが、仮想化は提供されません。WAAS Express の詳細に
ついては、『Configuring WAAS Express』を参照してください。
AppNav-XE コンポーネント（一般に、仮想 AppNav 機能を備えた Cisco ルータまたは仮想
Cloud Services Router）を持つデバイスは、WAAS ノードとして機能している他の WAAS デバ
イスと相互運用できます。そのようなデバイスは、トラフィックを最適化する WAAS ノードと
して機能する他の WAAS デバイスにトラフィックを配信する AppNav コントローラとして機能
します。ただし、AppNav-XE コンポーネントを備えたデバイスは、他の AppNav コントローラ
ハードウェア アプライアンスと相互運用することはできません。AppNav-XE の詳細について
は、AppNav-XE のマニュアルを参照してください。AppNav の詳細については、第 4 章
「AppNav の設定」を参照してください。
vWAAS インスタンスは、VMware 仮想マシン上で実行され、WAAS アプライアンスと同じ機
能のすべてを提供する仮想 WAAS アプライアンスです。WAAS Central Manager は、WAE、
WAAS Express デバイス、および vWAAS インスタンスをすべて同じ WAAS ネットワーク内で
管理できます。vWAAS の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services vWAAS
Installation and Configuration Guide』を参照してください。
Cisco ISR-WAAS は、Cisco ISR ルータで動作する仮想 WAAS インスタンスです。ハードウェア
または外部アプライアンスを追加しなくても、追加の最適化を実現します。WAAS Central
Manager は、ISR-WAAS をモニタおよび設定できます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

Cisco WAAS による WAN に関する共通の問題の解決

•

トラフィック最適化プロセス
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Cisco WAAS による WAN に関する共通の問題の解決
表 1-1 に、Cisco WAAS の TCP 最適化手法とアプリケーション アクセラレーション機能の組み
合わせが、WAN 経由のトラフィック伝送に関する共通の問題をどのように解決するかを示し
ます。
表 1-1

Cisco WAAS ソリューション

WAN に関する問題

Cisco WAAS ソリューション

ネットワークの遅延が大きい インテリジェントなプロトコル アダプタが、通信量の多いア
プリケーション プロトコルに共通する往復応答の数を減らし
ます。
帯域幅の制約

ファイル サービス機能に付属しているデータ キャッシングと
データ圧縮が、WAN 経由で送信されるデータ量を減らすた
め、データ転送速度が向上します。これらの機能は、WAN 経
由で送信されるデータ量を減らして、輻輳したリンク上のア
プリケーション応答時間を改善します。

リンクの使用率が低い

TCP 最適化機能が、WAN 経由で送信される TCP エラーの数
を減らし、クライアントが一度に受信できるデータ量を決定
する TCP ウィンドウ サイズを最大化して、ネットワーク ス
ループットを改善します。

パケット損失

最適化された WAAS 内の TCP スタックが、頻発するパケット
損失に関連する問題を解決し、WAN の状態から通信エンド
ポイントを保護します。

Cisco WAAS の主なサービス
Cisco WAAS は、WAN 経由トラフィックを最適化する次のサービスを提供します。

（注）

•

トラフィック最適化プロセス

•

トランスポート フローの最適化

•

Cisco WAAS の圧縮テクノロジー

•

Cisco WAAS のアプリケーション固有のアクセラレーション機能

•

デスクトップ アプリケーション用のファイル サービス

•

WAAS 印刷サービス

WAAS Express デバイスは、基本的な最適化および圧縮サービスと一部のアプリケーション ア
クセラレーションを提供します。
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トラフィック最適化プロセス
図 1-1 に、Cisco WAAS がアプリケーション トラフィックを最適化するプロセスを示します。
図 1-1

トラフィック最適化プロセス

1

WAN

4
5

2

6
154635
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次の手順は、WAAS ネットワークがブランチ オフィスのクライアントと送信先サーバ間の接続
を最適化する方法を示しています。
1.

ブランチ オフィスのクライアントが、ネイティブ アプリケーション ポート経由で送信先
サーバとの接続を試みます。

2.

WAAS ネットワークは、Web Cache Communication Protocol（WCCP）またはポリシー ベー
ス ルーティング（PBR）を使用してクライアント要求を代行受信します。または、インラ
イン WAE に展開された場合は、WAAS はインライン モードを使用して要求を直接代行受
信できます。インライン モードの詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設
定」のインライン モード代行受信の使用を参照してください。

3.

ブランチ オフィスの WAE が、次の処理を実行します。
•

トラフィックの TCP ヘッダー内のパラメータを検証し、次に最適化ポリシーを参照し
て、代行受信したトラフィックを最適化すべきかどうかを判定します。送信元と宛先
の IP アドレスやポートなどの TCP ヘッダー内の情報を使用すると、ブランチ オフィス
の WAE は、トラフィックを最適化ポリシー ルールと照合できます。事前定義されたポ
リシー ルールのリストについては、付録 A「定義済み最適化ポリシー」を参照してく
ださい。

•

ブランチ オフィスの WAE は、トラフィックを最適化する必要があると判定すると、ト
ラフィックを最適化するためにネットワーク パス内の次の WAE に知らせる情報を TCP
ヘッダーに追加します。

4.

ブランチ オフィスの WAE が、ネットワーク経由でクライアント要求を元の送信先サーバ
へ転送します。

5.

データセンターの WAE が、次の処理を実行します。
•

送信先サーバへ進むトラフィックを代行受信します。

•

ブランチ オフィスの WAE との最適化された接続を確立します。データセンターの
WAE が最適化を無効にしている場合、最適化された接続は確立されず、トラフィック
は最適化されないままネットワークを通過します。
AppNav 導入では、AppNav コントローラがデータセンター内のトラフィックを代行受
信し、それをブランチ オフィスの WAE との最適化された接続を確立している WAAS
ノードに分散します。AppNav 導入の詳細については、第 4 章「AppNav の設定」を参
照してください。
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6.

WAAS は、この接続用にブランチ オフィスの WAE とデータセンターの WAE との間の以後
のトラフィックを最適化します。
Cisco WAAS は、次の状況でトラフィックを最適化しません。
•

WAE が（UDP や ICMP のような）TCP 以外のトラフィックを代行受信する。

•

WAE に負荷がかかりすぎ、トラフィックを最適化するリソースがない。

•

代行受信したトラフィックが、トラフィックが最適化されていない状態で通過できる
ことを規定した最適化または AppNav ポリシー ルールに適合する。

（注）

最適化されていないトラフィックが WAE に到達すると、WAE は通過接続を使用し
てアプリケーションのパフォーマンスに影響を与えずにパススルー モードでトラ
フィックを転送します。

トランスポート フローの最適化
Cisco WAAS は、各種の転送フローの最適化（TFO）機能を使用して、WAAS デバイスが代行
受信する TCP トラフィックを最適化します。TFO は、帯域幅制約、パケット損失、輻輳、お
よび再送信のような負の WAN 条件から、通信中のクライアントとサーバを保護します。
TFO には、次の最適化機能があります。
•

ウィンドウの拡大縮小

•

TCP の初期ウィンドウ サイズの最大化

•

バッファリングの強化

•

選択的受信確認

•

2 進数増加輻輳 TCP

ウィンドウの拡大縮小
ウィンドウの拡大縮小を使用すると、TCP パケットの受信側は、TCP 受信ウィンドウが 64 KB
を超えることができることをアドバタイズできます。受信ウィンドウのサイズは、受信側が受
信未確認データ用に使用できるキャパシティを決定します。デフォルトで、TCP ヘッダーは受
信ウィンドウのサイズを 64 KB に制限しますが、ウィンドウの拡大縮小を使用すると、TCP
ヘッダーは受信ウィンドウ サイズを 64 KB を 1 GB まで拡大できます。
ウィンドウの拡大縮小を使用すると、TCP エンドポイントは、TCP ヘッダーに指定されたデフォ
ルトのウィンドウのサイズに制限されず、ネットワークで使用できる帯域幅を利用できます。
vWAAS の詳細については、RFC 1323 を参照してください。

TCP の初期ウィンドウ サイズの最大化
WAAS は、TCP の初期ウィンドウの上限を 1 ～ 2 セグメントから 2 ～ 4 セグメント（約 4 KB）
へ拡大します。TCP の初期のウィンドウ サイズを拡大すると、次の利点があります。
•

初期の TCP ウィンドウが 1 セグメントの場合、遅延した確認応答（ACK）を使用する受信
側は、ACK 応答を生成する前にタイムアウトを待つ必要があります。初期のウィンドウが
2 セグメント以上の場合、受信側は 2 番めのデータ セグメントが到着したあとで ACK 応答
を生成するので、タイムアウトを待つ必要がありません。
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•

小量のデータだけを送信する接続の場合、初期ウィンドウが大きいほど、送信時間が減り
ます。4 KB 未満の多くの電子メール（SMTP）と Web ページ（HTTP）転送の場合、初期
ウィンドウが大きいほど、1 回のラウンドトリップ時間（RTT）が短縮されます。

•

大きな輻輳ウィンドウを使用する接続の場合、初期ウィンドウが大きいほど、初期の低速
開始フェーズ中に最大 3 つの RTT タイムアウトと 1 つの遅延タイムアウトが除去されます。

この最適化機能の詳細については、WAAS と RFC 3390 を参照してください。

バッファリングの強化
Cisco WAAS は、WAE がより積極的にブランチ オフィスのクライアントとリモート サーバから
データを取得できるように、TCP カーネルが使用するバッファリング アルゴリズムを強化しま
す。このような強化により、接続に参加する 2 台の WAE のリンク使用率が最大に維持されま
す。

選択的受信確認
選択的受信確認（SACK）は、TCP が使用するデフォルトの復旧メカニズムと比べて、より迅
速にパケット損失から回復できる効率的なパケット損失復旧/再送信機能です。
デフォルトで、TCP は、受信側が受信しなかったパケットがあるかどうかを知るために往復を
待つか、または受信側が正しく受信した可能性があるセグメントを必要以上に再送信するかの
いずれかを送信側に強制する累積的確認方式を使用します。
SACK を使用すると、受信側は正常に到着したすべてのセグメントについて送信側に知らせる
ことができるので、送信側は実際に消失したセグメントだけを再送信するだけで済みます。
SACK の詳細については、RFC 2018 を参照してください。

2 進数増加輻輳 TCP
2 進増加輻輳（BIC）TCP は、ネットワークがパケット損失イベントからより迅速に回復でき
る輻輳管理プロトコルです。
ネットワークでパケット損失イベントが発生すると、BIC TCP は、受信側のウィンドウ サイズ
を縮小し、この縮小したサイズを新しい最小ウィンドウの新しい値として設定します。次に、
パケット損失イベントが発生する直前のウィンドウ サイズを最大ウィンドウの値として設定し
ます。パケット損失は最大ウィンドウ サイズで発生するため、ネットワークは、最小ウィンド
ウ サイズと最大ウィンドウ サイズの範囲にあるトラフィックをパケット損失なしに転送でき
ます。
BIC TCP が更新された最大ウィンドウ サイズでパケット損失イベントを登録しない場合、その
ウィンドウ サイズが新しい最小値になります。パケット損失イベントが発生する場合、その
ウィンドウ サイズは新しい最大値になります。BIC TCP がウィンドウ サイズの最小値と最大値
の新しい最適値を決定するまで、このプロセスが続行します。

Cisco WAAS の圧縮テクノロジー
Cisco WAAS は、次の圧縮テクノロジーを使用して、WAN 経由で伝送されるデータのサイズを
減らします。
•

データ冗長性除去（DRE）

•

Lempel-Ziv（LZ）圧縮
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これらの圧縮テクノロジーは、WAN 経由でデータ ストリームを送信する前に冗長な情報を削
除して、送信データのサイズを減らします。WAAS 圧縮は、転送するデータの量を減らすこと
で、ネットワーク使用率とアプリケーション応答時間を減らすことができます。
WAE は、圧縮を使用して TCP トラフィックを最適化するとき、ストリームに繰り返し現れる
データをそれよりはるかに短い参照で置き換えて、短くなったデータ ストリームを WAN 経由
で送信します。受信側の WAE は、ローカルの冗長性ライブラリを使用して、送信先クライア
ントまたはサーバへ転送する前にデータ ストリームを再構築します。
WAAS の圧縮方式は、各 WAE が圧縮に参加する共有キャッシュ アーキテクチャに基づき、解
除も同じ冗長性ライブラリを共有します。WAE で冗長性ライブラリを保存するキャッシュが
一杯になると、WAAS は FIFO（ファーストイン ファーストアウト）アルゴリズムを使用して、
古いデータを廃棄し、新しいデータを保存します。
LZ 圧縮は、小規模のデータ ストリームに作用し、限られた圧縮履歴を維持します。DRE は、
大型のデータ ストリーム（数十から数百バイト）に作用し、はるかに大きな圧縮履歴を維持し
ます。バージョンが更新されるたびにファイルが増分的に変更される場合や、ファイル ヘッ
ダーやロゴのような特定の要素が多くのファイルで共通に使用される場合、ファイル システム
操作で冗長データが大型化する傾向があります。

Cisco WAAS のアプリケーション固有のアクセラレーション機能
WAN 経由のトラフィックのフローを加速する TCP 最適化機能に加えて、Cisco WAAS には次の
アプリケーション アクセラレーション機能があります。
•

動作予測とバッチ処理：WAAS デバイスは、WAN 経由のコマンド シーケンスを短いシー
ケンスに変換して、往復を減らすことができます。

•

インテリジェントなメッセージ抑制：リモート アプリケーションの応答時間を短縮しま
す。TFO が WAN 経由のトラフィックを最適化しても、ブランチ オフィスのクライアント
とリモート サーバ間のプロトコル メッセージにより、アプリケーションの応答時間はまだ
低速です。この問題を解決するため、各 WAAS デバイスには、クライアントがリモート
サーバからの応答を待たなくてもいいように、メッセージにローカルに応答するアプリ
ケーション プロキシが内蔵されています。アプリケーション プロキシは、キャッシング、
コマンドのバッチ処理、予測、およびリソースのプリフェッチのような各種の手法を使用
して、リモート アプリケーションの応答時間を短縮します。

Cisco WAAS は、アプリケーションインテリジェントなソフトウェア モジュールを使用して、
これらのアクセラレーション機能を適用します。

Cisco WAAS のアプリケーション アクセラレーション
使用できる WAAS アプリケーション アクセラレータは次のとおりです。
•

SMB：リモート ファイル サーバで交換された SMB トラフィックを加速します。署名付き
SMB トラフィック向けに SMB 1.0、2.0、および 2.1 プロトコルをサポートします。詳細に
ついては、デスクトップ アプリケーション用のファイル サービスを参照してください。

•

NFS：リモート ファイル サーバで交換されたネットワーク ファイル システム（NFS）バー
ジョン 3 トラフィックを加速します。Secure NFS トラフィックは加速されません。

•

ICA：バーチャル デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）にアクセスするために使用
される ICA（Independent Computing Architecture）トラフィックを加速します。

•

HTTP：HTTP および HTTPS トラフィックを加速します。
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（注）

•

SSL：暗号化されたセキュア ソケット レイヤ（SSL）およびトランスポート層セキュリ
ティ（TLS）トラフィックを加速します。SSL アクセラレータは、WAAS 内でトラフィッ
クの暗号化および複合化を行い、エンドツーエンドのトラフィック最適化を可能にします。
SSL アクセラレータは、暗号化の証明書およびキーも安全に管理します。

•

MAPI：Messaging Application Programming Interface（MAPI）プロトコルを使用する
Microsoft Outlook Exchange トラフィックを加速します。Microsoft Outlook 2000 ～ 2010 のク
ライアントがサポート対象です。メッセージの認証（署名）または暗号化を使用するセ
キュア接続は加速されません。MAPI over HTTP は加速されません。

•

Windows プリント：クライアントとデータセンターにある Windows プリント サーバ間のプ
リント トラフィックを加速します。サーバ メッセージ ブロック（SMB）トラフィックは、
転送レベルの最適化（TFO、DRE、および LZ）によって最適化されます。Windows プリン
ト アクセラレータは Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、および
Windows Server 2008 R2 のプリント サーバをサポートします。Windows 2000、Windows XP、
Windows Vista、および Windows 7 が稼働するクライアントをサポートします。

WAAS Express デバイスは、SMB、HTTP、および SSL トラフィックのためのアプリケーション
アクセラレーションを提供します。
アプリケーション アクセラレーションを有効または無効にするには、第 12 章「アプリケー
ション アクセラレーションの設定」のグローバル最適化機能の有効化と無効化を参照してくだ
さい。
すべてのアプリケーション アクセラレータが動作するには、WAN リンクのどちらか一方の側
にあるピア WAE の両方でアクセラレータを有効化する必要があります。

デスクトップ アプリケーション用のファイル サービス
ファイル サービス（SMB アクセラレータ）機能を使用すると、WAE はすべての要求を WAN
経由でファイル サーバに送信することなく、クライアントの要求をより迅速に満たすことがで
きます。クライアントの要求をローカルに満たすことによって、WAE は WAN 経由で送信され
るトラフィックを最小限に抑え、ブランチ オフィスのユーザがファイルや多くのデスクトップ
アプリケーションにアクセスするために必要な時間を削減するため、企業は重要な情報をデー
タセンターに統合できます。詳細については、第 11 章「ファイル サービスの設定」を参照し
てください。

（注）

レガシー モードの Wide Area File Services（WAFS）はサポートされていません。レガシー
WAFS のユーザは、SMB アクセラレータに移行する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。
•

ファイル サービスの機能

•

Edge WAE の役割

•

Core WAE の役割
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ファイル サービスの機能
ファイル サービスには、次の機能が含まれています。
•

データの一貫性と並列性：データが最新であること（一貫性）を管理し、複数のクライア
ントによるデータへのアクセス（並列性）を制御して、WAAS システム全体にわたるデー
タの整合性を確保します。

•

自動検出：WAAS Central Manager で個々のファイル サーバを登録せずに、ファイル サービ
スを使用できます。自動検出機能が有効な場合、WAAS デバイスは、SMB 要求を受信した
ときに、自動的に新しいファイル サーバを検出し接続します。

Edge WAE の役割
Edge WAE は、リモート サイトやブランチ オフィスでのクライアント要求に対応するクライア
ント側のファイル キャッシュ デバイスです。このデバイスはブランチ オフィスやリモート
キャンパスごとに展開され、ファイルやプリント サーバを置換してローカル クライアントを
高速化し、集中管理されたストレージのキャッシュされたビューに LAN 並の読み取り/書き込
みアクセスを可能にします。このようなサイトで最も使用されやすいデータをキャッシュする
と、Edge WAE は要求の数やデータセンターとエッジの間で WAN を介して転送する必要のある
データの量を大幅に削減できます。
キャッシュに存在していないデータの要求を受信した場合、Edge WAE は TCP/IP ベースのプロ
トコルを使用して元の SMB 要求をカプセル化し、圧縮して、WAN を介して Core WAE に送信
します。データセンターから返されたデータは、Edge WAE によって、要求したエンド ユーザ
に配布されます。

Core WAE の役割
Core WAE は、データセンターが存在しているサーバ側のコンポーネントで、1 台または複数の
ファイル サーバまたは Network-Attached Storage（NAS）に直接接続します。Core WAE は、
データセンターのファイル サーバと、データセンターを企業のリモート サイトやブランチ オ
フィスに接続している WAN の間に配置されます。WAN を介して Edge WAE から受信した要求
は Core WAE によって元のファイル サーバ プロトコルに変換され、適切なファイル サーバに転
送されます。データセンターの Core WAE はロード バランシングとフェールオーバー サポート
を提供できます。
データがファイル サーバから受信されると、Core WAE はそのデータをカプセル化および圧縮し
てから、要求した Edge WAE に WAN 経由で返送します。Core WAE は、ハイ アベイラビリティ環
境に拡張性とフェールオーバー機能を提供するように、論理クラスタ内で配列できます。

WAAS 印刷サービス
WAAS ソフトウェアには、次の印刷サービス オプションがあります。
•

Windows プリント アクセラレータ：このオプションは、データセンターにプリント サーバ
があり、ブランチ クライアントがローカルまたはリモート プリンタに印刷する場合に使用
します。このサービスは、クライアントとデータセンターにある Windows プリント サーバ
間のプリント トラフィックを加速します。このオプションに設定は必要ありませんが、
SMB アプリケーション アクセラレータと Windows プリント アクセラレーションの両方を
有効にする必要があります。詳細については、第 12 章「アプリケーション アクセラレー
ションの設定」のグローバル最適化機能の有効化と無効化を参照してください。
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（注）

レガシー印刷サービス機能はサポートされなくなりました。レガシー印刷サービスの
ユーザは別の印刷サービス オプションに移行する必要があります。

これらのサービスにより、ブランチ オフィスに別のハードウェア プリント サーバを設置する
必要がなくなります。WAAS 印刷サービスは、Windows クライアントで使用でき、IP に基づく
任意のネットワーク プリンタで動作します。

Cisco WAAS インターフェイスの概要
Cisco WAAS ソフトウェアは、WAAS ネットワークの各種要素を管理、設定、モニタできる次
のインターフェイスを提供しています。
•

WAAS Central Manager GUI

•

WAAS Central Manager モニタリング API

•

Central Manager モニタリング API は Web サービス実装です。Web サービスは、ネットワー
ク上の相互運用可能なマシン間（クライアントとサーバ）の相互作用をサポートするよう
に設計されているソフトウェア システムとして、W3C 標準によって定義されています。ク
ライアントとサーバの通信は、Simple Object Access Protocol または Service Oriented
Architecture Protocol（SOAP）標準に準拠します。

WAAS Central Manager GUI
各 WAAS ネットワークには、ネットワーク内の他の WAAS デバイスを管理する 1 台のプライ
マリ WAAS Central Manager デバイスが必要です。WAAS Central Manager デバイスは、ネット
ワーク内の WAAS デバイスを設定、管理、モニタするための Web ベースのインターフェイス
である WAAS Central Manager GUI を搭載しています。WAAS Central Manager は、専用の WAE
デバイスに存在します。
WAAS Central Manager GUI を使用すると、管理者は次の作業を実行できます。

（注）

•

個々の WAAS デバイス、vWAAS デバイス、WAAS Express デバイス、デバイス グループ、
AppNav コントローラ、および AppNav クラスタのためのシステムおよびネットワーク設定
の構成。

•

WAAS デバイスが特定の種類のトラフィックを代行受信したときに実行する処理を決定す
る最適化ポリシーの作成と編集。

•

AppNav コントローラが WAAS ノードの最適化のためにトラフィックを分散させる方法を
決定する AppNav ポリシーの作成と編集。

•

ファイル サービスの設定。

•

同時に複数の WAE を管理し、構成するためのデバイス グループの作成。

•

WAAS ネットワーク内の最適化されたトラフィックに関する詳細なレポートの表示。

WAAS Central Manager として設定された WAE では、最適化およびアプリケーション アクセラ
レーション サービスを有効にすることができません。WAAS Central Manager の目的は、ネット
ワーク内の WAE を構成、モニタ、管理することです。
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ここでは、次の内容について説明します。
•

WAAS Central Manager GUI へのアクセス

•

WAAS Central Manager GUI のコンポーネント

•

WAAS Central Manager メニュー

•

WAAS Central Manager のタスクバー アイコン

WAAS Central Manager GUI へのアクセス
WAAS Central Manager GUI にアクセスするには、ブラウザで次の URL を入力します。
https://WAE_Address:8443/
WAE_Address 値は、WAAS Central Manager デバイスの IP アドレスまたはホスト名です。
Central Manager が IPv6 アドレスを使用して設定されている場合、https://[CM ipv6
address]:8443/ を使用してアクセスできます。
管理者のデフォルトのユーザ名は admin、パスワードは default です。アカウントの作成とパス
ワードの変更については、第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよびグループの作成と管理」を
参照してください。
Web ブラウザが Unicode（UTF-8）文字コードを使用するように設定されていることを確認し
ます。
Internet Explorer を使用して Central Manager GUI にアクセスすると、[Choose a digital certificate]
ダイアログが表示されます。[Cancel] をクリックして、Central Manager のログイン画面に進み
ます。
また、Web サイトのセキュリティ証明書に問題があることを示すブラウザのセキュリティ警告
が表示される場合があります。これは、Central Manager が自己署名証明書を使用しているため
に発生します。リンク [Continue to this website (not recommended)] をクリックします。永続的に
証明書をインストールすると、今後このエラーが発生しなくなります。
Internet Explorer 8 で証明書をインストールするには、アドレス バーで赤い [Certificate Error] ボ
タンをクリックし、[View Certificates] を選択します。[Install Certificate] をクリックして、
[Next] をクリックします。[Automatically select the certificate store based on the type of certificate]
を選択して [Next] をクリックし、[Finish] をクリックして、セキュリティの警告で [Yes] をク
リックし、応答で [OK] をクリックして確認し、[Certificate] ダイアログで [OK] をクリックしま
す。証明書のインストール手順はブラウザによって異なります。
Internet Explorer を使用して Central Manager GUI にアクセスしている場合は、パフォーマンス
を向上させるために Google Chrome Frame プラグインをインストールすることを強く推奨しま
す。Central Manager に初めてログインすると、Google Chrome Frame をインストールするよう
求められます。言語を選択して、[Get Google Chrome Frame] をクリックし、プロンプトに従っ
てプラグインをダウンロードしてインストールします。プラグインをインストールしない場合
は、リンクをクリックして、Google Chrome Frame をインストールしないで続行します。
（注）

WAAS バージョン 5.4.1 から、Internet Explorer を使用して Central Manager GUI にアクセスする
場合、Google Frame プラグインをインストールするように求められることはありません。ただ
し、Google Frame プラグインがインストール済みの場合、IE はこれを引き続き使用します。

（注）

IE 8 および 9 では、ホームページ以外の Central Manager ページにブックマークを付けた場合も、
ホームページに移動します。IE 10 および 11 では、ブックマークが期待どおりに動作します。
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（注）

Chrome バージョン 44.0 の既知の問題により、ソフトウェアのアップデート、デバイスのリス
ト、およびレポートなどの一部の WAAS CM ページが正しくロードされない場合があります。
Chrome バージョン 43.0 では、すべての WAAS CM ページが期待どおりに動作します。
WAAS Central Manager GUI を設定して、ユーザに許可される並列セッション数を制限できま
す。デフォルトでは、並列セッション数は無制限です。許可された同時セッションの数を変更
するには、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のデフォルトのシステム設定プロパティ
の変更の説明に従って、System.security.maxSimultaneousLogins プロパティを設定します。

（注）

セッションを終了するには、ユーザは Central Manager からログアウトする必要があります。
ユーザがログオフせずにブラウザを閉じたり、接続を切断した場合は、タイムアウトになるま
でセッションは閉じられません（デフォルトでは、10 分。最大 1440 分）。許可される並列セッ
ションの数を超えた場合も、タイムアウトになるまで Central Manager GUI に再びアクセスでき
ません。

（注）

アップグレード、ダウングレード、または新規インストールを行ったら、まずブラウザ内の
キャッシュをクリアし、ブラウザを閉じてから、WAAS Central Manager へのブラウザ セッショ
ンを再開する必要があります。

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

1-12

第1章

Cisco WAAS の概要
Cisco WAAS インターフェイスの概要

WAAS Central Manager GUI のコンポーネント
図 1-2 に、WAAS Central Manager GUI の主なコンポーネントを示します。
図 1-2

WAAS Central Manager GUI のコンポーネント

WAAS Central Manager GUI は、主に次のコンポーネントで構成されています。
•

ページ タイトル：表示されているページのタイトルと、階層内の前のレベルに簡単に戻れ
るようにするためのブレッドクラム リンクを表示します（図 1-3 にブレッドクラム リンク
を示します）。

•

メニュー バー：メニュー バーの上位レベルには、コンテキストを選択できるメニュー オ
プションが含まれています。メニュー バーの下位レベルには、選択されたコンテキスト内
で使用可能な WAAS Central Manager 機能をグループ化するためのメニューが含まれていま
す。詳細については、WAAS Central Manager メニューを参照してください。

•

タスクバー：ダッシュボードに示されているコンテンツに応じてさまざまな機能を実行す
るラベル付きのアイコンが含まれています。詳細については、WAAS Central Manager のタ
スクバー アイコンを参照してください。

•

[Dashboard]：メイン コンテンツを表示します。このコンテンツは、メニューで選択されて
いる機能に応じて変化します。
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•

管理リンク：次のナビゲーション リンクで構成されます。
– [Logout]：現在のユーザを WAAS Central Manager からログアウトします。
– [Help]：WAAS の状況依存ヘルプを表示する別のウィンドウを開きます。
– [About]：Central Manager のバージョン番号を示す [WAAS About] ウィンドウを表示し

ます。
•

[Alarms]：アラーム パネルを開きます。このパネルには、WAAS ネットワーク内のアラー
ムが表示されます。

メニュー バーの上位レベルを使用すると、WAAS Central Manager GUI で使用可能な 5 つのコン
テキストのいずれかを選択できます。
•

[Home]：特定のデバイス グループ、デバイス、AppNav クラスタ、または位置が選択され
ていないグローバル コンテキストに移動する場合にクリックします。

•

[Device Groups]：デバイス グループ コンテキストを開始するには、このメニュー オプショ
ンからデバイス グループを選択します。ページ タイトルと下位レベルにある最初のメ
ニューには、選択されたデバイス グループの名前が表示されます。

•

[Devices]：デバイス コンテキストを開始するには、このメニューからデバイスを選択しま
す。図 1-3 に示すように、ページ タイトルと下位レベルにある最初のメニューには、選択
されたデバイスの名前が表示されます。

•

[AppNav クラスタs]：AppNav クラスタ コンテキストを開始するには、このメニューから
AppNav クラスタを選択します。ページ タイトルと下位レベルにある最初のメニューには、
選択された AppNav クラスタの名前が表示されます。

•

[Locations]：ロケーション コンテキストを開始するには、このメニューから位置を選択し
ます。ページ タイトルと下位レベルにある最初のメニューには、選択された位置の名前が
表示されます。

図 1-3

WAAS Central Manager のデバイス コンテキスト

WAAS Central Manager GUI には、移動しやすくするための次の項目が含まれています。
•

現在の位置へのブレッドクラム：メニュー構造内の現在の位置へのパスを表示します。
[Devices] リンクをクリックして、[All Devices] ページに戻ることができます。
デバイス グループ コンテキストが設定されている場合、このリンクの名前は [Device
Groups] であり、これをクリックすると [All Device Groups] ページに戻ります。AppNav ク
ラスタ コンテキストが設定されている場合、このリンクの名前は [AppNav クラスタs] であ
り、これをクリックすると [All AppNav クラスタs] ページに戻ります。
ロケーション コンテキストが設定されている場合、このリンクの名前は [Locations] であ
り、これをクリックすると [All Locations] ページに戻ります。
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•

[Entity name]：メニュー バーの下位レベルにある最初のメニューには、選択されたデバイ
ス グループ、デバイス、AppNav クラスタ、または位置の名前が表示されます。

•

[Context menu options]：メニュー バーの最上位レベルには、任意のコンテキスト内の任意
のエンティティに容易に切り替えることができるメニュー オプションが含まれています。
一番上にある検索ボックスに名前の一部を入力し、虫眼鏡アイコンをクリックするか、ま
たは Enter を押すことによって、項目を検索できます。このリストは、検索文字列を含む
エンティティのみを含むようにフィルタリングされます。各メニュー内の一番上のエント
リは [All Entities] です。これにより、選択されたタイプのすべてのエンティティが一覧表
示され、より高度な検索機能を備え、さらにそのエンティティ グループに適した機能を実
行するためのタスクバー アイコンを含む完全なウィンドウが表示されます。また、コンテ
キスト メニューの名前をクリックして一覧ウィンドウに移動することもできます。
[Devices] および [AppNav クラスタs] メニュー バー オプションでは、デバイス名またはク
ラスタ名の上にマウスのカーソルを合わせると、小さなターゲット アイコンが表示されま
す。そのターゲット アイコンの上にカーソルを置くと、デバイスまたはクラスタのステー
タスを示すポップアップが開きます（図 1-4 を参照）。

図 1-4

デバイスのコンテキスト メニュー

WAAS Central Manager メニュー
WAAS Central Manager メニュー バーには、次の 2 つのレベルのメニューが含まれています。
•

[Upper level]：任意のコンテキスト内の任意のエンティティに切り替えることができるメ
ニューが含まれています。

•

[Lower level]：選択されたコンテキスト内で使用可能な WAAS Central Manager 機能をグ
ループ化するためのメニューが含まれています。表 1-2 で、下位レベルのメニュー バー内
のメニューについて説明します。

特定のデバイス、デバイス グループ、AppNav クラスタ、または位置が選択されている場合、メ
ニューには、グローバル コンテキストが設定されている場合とは異なる機能が含まれています。
一部のメニュー オプションにはサブメニューが含まれています。そのサブメニューを開くに
は、メニュー オプションの名前の右にある三角形の上にマウスのカーソルを合わせます。

（注）

WAAS Express デバイスで使用できる機能は、他の Cisco WAAS デバイスで使用できるコマンド
のサブセットです。ただし、一部の機能は、WAAS Express デバイスでは使用できません。
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表 1-2

メニューの説明

メニュー

説明

ダッシュボード
または
[Device]、[Device
group]、[AppNav
クラスタ ]、または
[Location name]

グローバル コンテキストでは、WAAS ネットワークのダッシュボード
に移動できます。

設定

WAAS サービスおよび設定を構成できます。

Monitor

ネットワーク トラフィックおよび他のチャートやレポートを表示し、
WAAS ネットワークの状態およびパフォーマンスをモニタできます。
WAAS ネットワークのレポートを管理およびスケジュールできます。
トラブルシューティング ツールが含まれています。

Admin

ユーザ アカウント、パスワード、セキュア ストア、ライセンスを管理
したり、WAAS ソフトウェアを更新したり、システム ログおよびメッ
セージを表示したりすることができます。

グローバル以外のコンテキストでは、このメニューの名前はエンティ
ティ名であり、デバイスのアクティブ化、ユーザの表示、グループま
たはデバイスの割り当て、ダッシュボードまたはエンティティのホー
ム画面の表示を行うことができます。

WAAS Central Manager のタスクバー アイコン
表 1-3 で、WAAS Central Manager GUI にあるタスクバー アイコンについて説明します。
表 1-3

タスクバー アイコンの説明

タスクバー アイコン

機能

共通のアイコン
（更新）

WAAS Central Manager GUI の現在のページを更新します。

（削除）

デバイス、デバイス グループなどの WAAS 要素を削除し
ます。

（作成または追加）

レポートなどの新しい WAAS 要素を作成します。

（編集）

インターフェイス設定などの WAAS 要素を編集します。

（詳細検索）

特定の項目を見つけやすくするために、表内の情報を選別
します。

（すべてを表示）

すべての項目を（複数のページでなく）単一ページに表示
します。

（印刷または表の印刷）

情報を印刷します。

（PDF）
（すべてを割り当て）

情報の PDF を作成します。
表内のすべての有効な項目を選択します。たとえば、
WAAS プリント サーバへ印刷ドライバを配信している場
合、このアイコンをクリックすると、プリント サーバがダ
ウンロードする必要があるリスト内のすべてのドライバを
選択できます。
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表 1-3

タスクバー アイコンの説明

タスクバー アイコン

機能

（すべてを削除）

表で選択されているすべての項目の選択を解除します。

デバイスおよびデバイス グループ アイコン
（有効でないすべてのデバ
イスの有効化）

WAAS ネットワーク内の有効でないすべての WAAS および
WAAS Express を有効にします。

（更新の強制、FullUpdate の WAAS Central Manager GUI に表示されるデバイス設定をデ
要求）
バイスに再適用します。一般に、WAAS Central Manager
GUI で行った変更は、設定を確認するとただちにデバイス
に適用されます。ただし、CLI エラーまたはデバイスのエ
ラーにより、デバイスの設定が WAAS Central Manager GUI
に表示される設定と異なる場合があります。[Force Full
Database Update] アイコンは、WAAS Central Manager が更
新対象のデバイスに対して構成している設定全体をデバイ
スに適用し、設定が再適用されます。
デバイス グループのウィンドウで [Request FullUpdate] ア
イコンを使用すると、デバイスの完全な設定がデバイス グ
ループ内の各デバイスに再適用されます。グループの設定
によってデバイス固有の設定が上書きされることはありま
せん。
第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラ
ブルシューティング」のシステム メッセージ ログの表示
で説明されている [System Message] ウィンドウにデバイス
の CLI エラーを表示できます。
[Force Full Database Update] アイコンは、第 15 章「WAAS
ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティン
グ」の [Device Dashboard] ウィンドウで説明されている
[Device Dashboard] ウィンドウに表示されます。[Request
FullUpdate] アイコンは [Modifying Device Group] ウィンド
ウに表示されます。

（注）

これらの機能は WAAS Express デバイスには適用さ
れません。

（リロード）

WAAS Central Manager GUI に表示される位置に応じて、
WAE またはデバイス グループをリブートします。リロー
ドは WAAS Express デバイスには使用できません。

（強制グループ設定）

そのグループのすべてのデバイスに、デバイス グループ設
定を強制します。詳細については、第 3 章「デバイス グルー
プとデバイス位置の使用」のグループ内のすべてのデバイス
へのデバイス グループ設定の強制を参照してください。

（デフォルトの適用）

ウィンドウのフィールドにデフォルト設定を適用します。

（表のエクスポート）

表の情報を CSV ファイルにエクスポートします。
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表 1-3

タスクバー アイコンの説明

タスクバー アイコン
（グループ設定の変更）

機能
デバイスのグループ設定に優先するデバイス固有の設定を
指定できます。詳細については、第 3 章「デバイス グルー
プとデバイス位置の使用」のデバイス上のデバイス グルー
プ設定の変更を参照してください。

（デバイスの無効化）

WAAS または WAAS Express デバイスを無効にします。

（アプリケーション統計
情報の更新）

アプリケーション統計情報を更新します。

（すべてを削除）

IP ACL 条件などの特定の種類のすべての WAAS 要素を削
除します。

（すべてのデバイスを
表示）

すべての WAE デバイスまたはデバイス グループを表示し
ます。

（ダッシュボード表示の
設定）

[Device Dashboard] ウィンドウに表示するチャートを指定
できるようにします。

（設定のコピー）

代行受信設定を他のデバイスにコピーします（インライン
代行受信には使用できません）。

アクセラレーション アイコン
（デフォルト ポリシーと分 デバイスまたはデバイス グループにデフォルトの事前定義
類子の復元）
された最適化ポリシー ルールを復元します。詳細について
は、第 12 章「アプリケーション アクセラレーションの設
定」の最適化ポリシーとクラス マップの復元を参照してく
ださい。
（トポロジの表示）

WAE デバイス間のすべての TFO 接続を示すトポロジ マッ
プを表示します。詳細については、第 15 章「WAAS ネッ
トワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」
のトポロジ レポートを参照してください。

（アプリケーション設定
ページへ移動）

アプリケーションを作成するための設定ページを表示しま
す。詳細については、第 12 章「アプリケーション アクセ
ラレーションの設定」のアプリケーションのリストの表示
を参照してください。

システム メッセージ ログ アイコン
（表の中断）

サイズ、日付、メッセージの内容に基づいて、システム
メッセージ ログを中断できます。詳細については、第 15
章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブル
シューティング」のシステム メッセージ ログの表示を参
照してください。

WAAS Central Manager モニタリング API
WAAS Central Manager モニタリング Application Programming Interface（API）は、システム開
発者向けのプログラム可能なインターフェイスが提供され、カスタマイズされたアプリケー
ション、またはサードパーティ製のモニタリングおよび管理アプリケーションと統合されま
す。Central Manager モニタリング API は WAAS Central Manager と通信して、ステータス情報
やモニタリング統計情報を取得します。
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Central Manager モニタリング API は Web サービス実装です。Web サービスは、ネットワーク上
の相互運用可能なマシン間（クライアントとサーバ）の相互作用をサポートするように設計さ
れているソフトウェア システムとして、W3C 標準によって定義されています。クライアント
とサーバの通信は、Simple Object Access Protocol または Service Oriented Architecture Protocol
（SOAP）標準に準拠します。

WAAS CLI
WAAS CLI を使用すると、コンソール接続または端末エミュレーション プログラムを通じて、
WAE をデバイス単位で構成、管理、モニタすることができます。また、WAE への Lightweight
Directory Access Protocol（LDAP）サインオンの設定など、CLI だけがサポートしている特定の
機能を設定できます。可能な場合は、WAAS CLI でなく、WAAS Central Manager GUI を使用す
ることを強く推奨します。

（注）

WAAS Central Manager で WAE を登録してから、WAE で CLI 設定の変更を行うまでに、約 10
分間（2 データ フィード ポール サイクル）待機する必要があります。これよりも前に CLI 設定
の変更を行った場合、Central Manager が WAE を更新する際に上書きされます。すべての設定
の変更は、Central Manager GUI を使用して行うことを強く推奨します。
WAAS CLI は、4 つのコマンド モードから編成されています。各コマンド モードには、WAE
の設定、保守、およびモニタリング用のコマンド セットがあります。使用可能なコマンドは、
現在のモードによって異なります。システム プロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマ
ンド モードで使用できるコマンドのリストを取得できます。
4 つの WAAS コマンド モードは次のとおりです。
•

EXEC モード：システム動作の設定、表示、およびテスト用。このモードは、ユーザと特
権の 2 つのアクセス レベルに分かれています。特権アクセス レベルを使用するには、ユー
ザ アクセス レベルのプロンプトで enable コマンドを入力し、パスワード プロンプトが表
示されたら、特権 EXEC パスワードを入力します。

•

グローバル コンフィギュレーション モード：装置全体に対する WAAS ソフトウェア機能
の設定、表示、およびテスト用。このモードを使用するには、特権 EXEC モードから
configure コマンドを入力します。

•

インターフェイス コンフィギュレーション モード：特定のインターフェイスにおけるコン
フィギュレーションの設定、表示、およびテスト用。このモードを使用するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードから interface コマンドを入力します。

•

その他のコンフィギュレーション モード：特定の機能を管理するために、グローバル コン
フィギュレーション モードから、一部のコンフィギュレーション モードを使用できます。

CLI を使用して WAAS デバイスを設定する方法については、『Cisco Wide Area Application
Services Command Reference』および『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration
Guide』を参照してください。
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Cisco WAAS の利点
ここでは、Cisco WAAS の利点について説明します。内容は、次のとおりです。
•

送信元 TCP/IP 情報の維持

•

WAAS デバイスの自動検出

•

ネットワークの集中モニタリングと管理

•

最適化された読み取り/書き込みキャッシュ

•

WCCP のサポート

•

PBR のサポート

•

インライン代行受信のサポート

•

ディザスタリカバリと保護

•

RAID の対応

•

円滑なセキュリティ

•

SNMP のサポート

•

IPv6 サポート

送信元 TCP/IP 情報の維持
多くの最適化製品が、ルータおよび他のネットワーキング デバイスを通過するトンネルを作成
するため、最適化されたデータに送信元 TCP/IP 情報が維持されません。そのため、重要な
ネットワーク サービス（QoS、NBAR など）が中断し、NetFlow のようなトラフィック分析
ツールおよび ACL や IP に基づくファイアウォールのようなセキュリティ製品の機能の正常な
動作が中断する場合があります。
他の最適化製品と異なり、Cisco WAAS は、ネットワークに円滑に統合され、最適化するトラ
フィックにすべての TCP/IP ヘッダー情報を保存するので、既存の分析ツールやセキュリティ
製品は中断しません。

WAAS デバイスの自動検出
Cisco WAAS には、WAE がネットワーク上のピア WAE を自動的に検出できる自動検出機能が
あります。WAE は、ピア デバイスを自動検出したあとで、LAN と WAN TCP の接続を停止し
て分離し、異なる速度を解決するためにバッファ層を追加することができます。WAE がピア
WAE との接続を確立すると、2 台のデバイスは TCP トラフィック用に最適化されたリンクを確
立したり、最適化せずにトラフィックを渡すことができます。
ピア WAAS デバイスの自動検出は、独自の TCP オプションを使用して行われます。これらの
TCP オプションは、WAAS デバイスだけに認識、理解され、WAAS 以外のデバイスでは無視さ
れます。
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ネットワークの集中モニタリングと管理
Cisco WAAS の Web ベースの管理ツール（WAAS Central Manager GUI）を使用すると、IT 管理
者は、各 WAAS デバイスの使用制限、バックアップ、ディザスタ リカバリ、復元、アクセス
コントロール、およびセキュリティ ポリシーのようなポリシーを一元的に定義、モニタ、およ
び管理できます。また、IT 管理者は、次の作業を実行できます。
•

各 WAAS デバイスまたはデバイス グループのリモート配備、構成、およびモニタ

•

総合的な統計情報、ログ、および報告によるシステムのパフォーマンスと利用率の最適化

•

SNMP ベースのモニタリング、トラップ、アラート、およびデバッグ モードのようなツー
ルによる作業の問題解決

IT 管理者は、Cisco WAAS の次の機能を利用できます。
•

ネイティブ プロトコル サポート：企業向けの基本的なファイル システム プロトコル
（Windows）の完全なエンド ツー エンドのサポートを提供します。各クライアントとファ
イル サーバ間には、セキュリティ、並列性、一貫性が維持されます。

•

透過性：アプリケーション、ファイル システム、およびプロトコルに対して完全に透過的
なので、異機種環境を含む既存のネットワーク インフラストラクチャに円滑に統合できま
す。また、Cisco WAAS は、現在展開されているセキュリティ技術に影響しません。

•

ブランチ オフィスのデータ保護：ブランチ オフィスのデータ保護を強化します。Cisco
WAAS のファイル キャッシュは、オフィスの LAN でローカル ファイル サーバと同じよう
に見えます。エンド ユーザは、Windows または UNIX ユーティリティを使用して、個人用
ドキュメント フォルダをファイル キャッシュにマッピングできます。キャッシュにコピー
したユーザ データは、高速にアクセスできるようにブランチ オフィスの WAE にローカル
に保存されます。マスター コピーは、良好に保護されたデータセンターに集中的に保存さ
れます。

•

集中管理されたバックアップ：Cisco WAAS は、企業全体にわたるデータをデータセンター
に統合するので、集中管理されたストレージ管理手順をブランチ オフィスのデータに簡単
に適用できます。データが分散されている場合に比べ、バックアップと復元作業が簡素化、
高速化され、信頼性が向上します。
データが消失した場合、データセンターにバックアップ ファイルが存在するので、復旧用
に迅速にアクセスできます。データセンターで中央管理されるストレージに対するバック
アップの頻度が多いため、データ消失の量が大幅に減ります。このような集中管理された
ストレージのバックアップにより、単体のファイル サーバや NAS アプライアンスでの作業
に比べ、ディザスタ リカバリの効率と経済性が大幅に上昇します。

•

ストレージ管理の簡素化：ストレージをリモート地点から中央のデータ ファシリティに移
行することでコストが削減され、企業全体のストレージ管理が簡単になります。

•

WAN の適用：リモート ユーザが、データセンターに存在するファイルに、LAN アクセス
並にアクセスできるようになります。WAAS は、WAE 間のトラフィック転送を最適化する
独自のプロトコルを使用します。
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最適化された読み取り/書き込みキャッシュ
Cisco WAAS の共通ファイル サービス機能は、ファイルをクライアントの近くに、ローカルに
保持します。ファイルに行われた変更は、ただちにローカル ブランチ オフィスの WAE に保存
され、ストリーム化されて中央のファイル サーバへ転送されます。中央に保存されたファイル
は、ブランチ オフィスのユーザにはローカル ファイルのように見えるので、アクセス パ
フォーマンスが向上します。SMB キャッシングには、次の機能があります。
•

ローカル メタデータ処理とキャッシング：ファイル属性やディレクトリ情報のようなメタ
データをローカルにキャッシュし、保存できるので、ユーザ アクセスを最適化できます。

•

ファイルの一部のキャッシング：転送を最適化するために、ファイル全体でなく、書き込
み要求で更新されたファイルのセグメントだけを伝送します。

•

ライトバック キャッシュ：データセンターの WAE がブランチ オフィスの WAE からの書き
込みをバッファに入れ、データ整合性を損なわずに更新をストリーム化し、非同期的に
ファイル サーバへ転送できるので、書き込み処理の効率が向上します。

•

事前ファイル読み取り：WAE は、アプリケーションが順次ファイル読み取りを実行してい
るときに、ユーザが要求するファイルを事前に読み取ることができるので、パフォーマン
スが向上します。

•

負性キャッシング：WAE は欠落したファイルに関する情報を保存できるので、WAN 経由
のラウンドトリップ回数が減ります。

•

Microsoft Remote Procedure Call（MSRPC）の最適化：要求と応答のローカル キャッシング
を使用して、WAN 経由のラウンドトリップ回数を減らします。

•

メッセージの予測と減少の通知：アルゴリズムを使用して、特性を失わずに WAN 経由の
ラウンドトリップ回数を減らします。

WCCP のサポート
シスコが開発した Web キャッシュ通信プロトコル（WCCP）は、1 台または複数のルータ（ま
たはレイヤ 3 スイッチ）および 1 台または複数のアプリケーション アプライアンス、Web
キャッシュ、および他のアプリケーション プロトコルのキャッシュ間の通信を規定していま
す。通信の目的は、ルータのグループを通過する選択した種類のトラフィックの透過的なリダ
イレクションを確立し、維持することです。選択したトラフィックは、アプライアンスのグ
ループへリダイレクトされます。あらゆる種類の TCP トラフィックをリダイレクトできます。
WCCP v2 プロトコルは、自動フェールオーバーやロード バランシングのような便利な機能が
組み込まれています。ルータは、WCCP キープアライブ メッセージを通じて、ルータに接続し
ている各 WAE の状態をモニタし、WAE が停止している場合、WAE へのパケットのリダイレク
ションを中止します。ブランチ オフィスの WAE は、WCCP を使用して、シングル ポイント障
害になることを回避します。また、ルータは、複数のブランチ オフィスの WAE の間でトラ
フィックをロード バランスできます。
Cisco WAAS は、WCCP を使用して、TCP セッションの透過的な代行受信をサポートしていま
す。ルータとブランチ オフィスの WAE の両方で WCCP が有効になると、新しいセッションだ
けが代行受信されます。既存のセッションには影響しません。
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PBR のサポート
ポリシーベース ルーティング（PBR）を使用すると、組織は、トラフィックの分類に基づいて
選択的にトラフィックをネクスト ホップへ転送するように、ネットワーク デバイス（ルータ
またはレイヤ 4 ～レイヤ 6 スイッチ）を構成できます。WAAS 管理者は、PBR を使用して、既
存のブランチ オフィス ネットワークとデータセンターに WAE を透過的に統合できます。PBR
を使用すると、定義されたポリシーに基づいて一部またはすべてのパケットが通過するルート
を確立できます。
PBR の詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」を参照してください。

インライン代行受信のサポート
直接インライン トラフィック代行受信は、Cisco WAE Inline Network Adapter またはインター
フェイス モジュールがインストールされた WAE でサポートされています。トラフィックのイ
ンライン代行受信は、構成を簡素化し、ルータでの WCCP または PBR の設定の複雑さを軽減
します。
インライン WAE は、トラフィックを透過的に代行受信し、最適化の必要のないトラフィック
をブリッジングします。電源、ハードウェア、修復不可能なソフトウェア障害が発生した場合
に自動的にトラフィックをブリッジングする、フェールセーフ機構の設計も使用します。

（注）

AppNav コントローラ インターフェイス モジュールは、障害が発生した場合でもトラフィック
フローを継続する自動バイパス モードをサポートしていません。ハイアベイラビリティを実現
するためには、2 台以上の AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを AppNav クラ
スタに導入する必要があります。AppNav ソリューションでのインライン モードの使用の詳細
については、第 4 章「AppNav の設定」を参照してください。
ある VLAN からのトラフィックだけを受信し、他のすべての VLAN のトラフィックはブリッ
ジングされて処理されないように、インライン WAE を設定できます。
デバイスの故障に備えてアベイラビリティを高めるために、インライン WAE デバイスを連続的に
クラスタ化できます。現在最適化を行っているデバイスが故障すると、クラスタ内の 2 つめのイ
ンライン WAE が最適化サービスを提供します。スケーリングまたはロード バランシングのため
に WAE デバイスをシリアル インライン クラスタに配置することは、サポートされていません。
インライン モードの詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」のインライン
モード代行受信の使用を参照してください。

ディザスタリカバリと保護
Cisco WAAS は、SMB が停止する確率と時間を最小限に抑えるハイ アベイラビリティ フェール
オーバー（およびロード バランシング）機能を提供しています。
SMB 用に設定された WAE が故障すると、その WAE と動作するように設定されたすべてのピ
ア WAE が、別の WAE と動作するようにリダイレクトされます。この動作は、サービスを中断
せず、ハイ アベイラビリティを維持します。
この変更がユーザに透過的にならない場合があります。そのため、クライアント接続が閉じら
れ、SMB クライアントが接続を再確立する必要があります。このような変更が現在実行中のア
プリケーションに影響をするかどうかは、使用しているアプリケーションの動作と特定の SMB
クライアントの動作に依存します。ただし、移行は、一般にクライアントには透過的です。
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RAID の対応
Cisco WASS は、ストレージ容量の増加や信頼性の向上に対応するために次の冗長ディスク ア
レイ（RAID）機能を提供しています。
•

RAID 5 を使用した論理ディスク処理：WAAS のハードウェア機能として RAID 5 を使用し
た論理ディスク処理が実装されています。RAID 5 デバイスでは、単一の論理ディスク ドラ
イブが作成できます。この論理ドライブには最大 6 台の物理ハード ディスク ドライブを搭
載でき、ディスク容量を論理的に拡張します。
RAID 5 を実装したシステムは、物理ドライブのどちらか 1 つが故障したりオフラインに
なったりしても動作し続けます。

•

RAID 1 を使用した論理ディスク処理：WAAS のソフトウェア機能として RAID 1 を使用し
た論理ディスク処理が実装されています。RAID 1 ではディスク ミラーリングを実行して、
2 つ以上のドライブにデータを重複して書き込み、信頼性を向上させます。
2 つのディスク ドライブに対して書き込み処理が行われるため、ファイルシステムの書き
込み速度が低下することがあります。

•

ディスクのホットスワップ機能のサポート：RAID 1 を実装した WAAS では、ディスク
ハードウェアのホットスワップに対応しています。RAID 5 の場合も、RAID アレイの
シャット ダウン後にディスク ハードウェアを活性挿抜することができます。RAID システ
ムのディスクの取り外しおよび取り換え手順については、第 14 章「WAAS システムの保
守」を参照してください。

円滑なセキュリティ
Cisco WAAS は、ディスクの暗号化をサポートします。これにより、導入された WAAS システム
を通過し、WAAS 永続ストレージに保存される機密情報を安全に保護する必要性に対処します。
Cisco WAAS では、すでに手一杯の状態の IT スタッフにさらに負担をかけるような保守作業は
不要です。固有のユーザ管理階層を追加することを回避し、代わりにファイル サーバが維持し
ているユーザ、ユーザ認証、およびアクセス コントロール リストを利用します。セキュリ
ティに関連するすべてのプロトコル コマンドは、送信元ファイル サーバと送信元ドメイン コ
ントローラに直接委譲されます。ドメインと送信元ファイル サーバで認識されるユーザは、同
じセキュリティ レベルで自動的に Cisco WAAS によって認識され、追加的な設定や管理は不要
です。
Cisco WAAS は、アクセス コントロールと認証の決定をオリジン ファイル サーバに委譲します。

SNMP のサポート
Cisco WAAS は、SNMPv1、SNMPv2、および SNMPv3 を含む簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMP）をサポートしています。Cisco WAAS は、HP OpenView や IBM Tivoli NetView のよう
な普及している多くの SNMP マネージャをサポートしています。
ほとんどの Cisco WAAS トラップは、WAAS Central Manager GUI に表示されるログにも記録さ
れます。ただし、一部のトラップ（最大セッション数の超過など）は、SNMP マネージャだけ
に報告されます。
Cisco WAAS は、SNMPv2 に基づくパラメータをサポートしているので、共通の SNMP 管理シ
ステムに統合できます。これらのパラメータを使用すると、システム管理者は、WAAS ネット
ワークの現在の状態とパフォーマンス レベルをモニタできます。
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エクスポートされるパラメータは、次のカテゴリに分かれます。
•

一般的なパラメータ：バージョン、ビルド番号、およびライセンス情報を含みます。

•

管理パラメータ：Central Manager の位置を含みます。

•

データセンター WAE パラメータ：一般的なパラメータ、ネットワーク接続パラメータ、お
よびエクスポートされるファイル サーバを含みます。

•

ブランチ オフィス WAE パラメータ：一般的なパラメータ、ネットワーク接続パラメータ、
およびキャッシュ統計を含みます。

SNMP およびサポートされている MIB の詳細については、第 16 章「SNMP モニタリングの設
定」を参照してください。

IPv6 サポート
リリース 6.0 以降、WAAS デバイスへの管理アクセス用に IPv6 サポートが実装されます。IPv6
アドレスを割り当て、デフォルト ゲートウェイと固定 IP ルートを設定することにより、基本
の IPv6 接続を WAAS インターフェイスで有効にすることができます。基本接続は、ドメイン
ネーム システム（DNS）の名前からアドレスおよびアドレスから名前のルックアップ プロセ
スで AAAA レコード タイプのサポートを設定し、IPv6 ネイバー探索を管理することで拡張で
きます。
WAAS ネットワークのすべてのデバイスは、Telnet、SSH、FTP、TFTP を使用して、IPv6 ネッ
トワーク内で IPv6 アドレスで通信できます。管理プレーンは、WAAS デバイスと通信するた
めに、syslog、AAA サーバ、NTP サーバ、SNMP サーバ、およびネーム サーバの IPv6 アドレ
スを設定できます。
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CHAPTER

2

WAAS ネットワークの計画
この章では、Cisco Wide Area Application Services（WAAS）ネットワークを設定する前に注意
すべき一般的なガイドライン、制約事項、および制限事項について説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と Cisco Wide Area Application
Engine（WAE）を総称する用語として「WAAS デバイス」を使用します。用語 WAE は、WAE
と Cisco Wide Area Virtual Engine（WAVE）アプライアンス、WAAS を実行している Cisco
Services Ready Engine（SRE）サービス モジュール（SM）、および Cisco Virtual WAAS インスタ
ンスを示します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

WAAS ネットワークを計画するためのチェックリスト

•

サイトおよびネットワークの計画

•

自動登録と WAE の概要

•

相互運用性に関する問題の特定と解決

•

WAAS デバイスとデバイス モード

•

必要な WAAS デバイスの台数の計算

•

サポートされるトラフィック リダイレクション方式

•

ルータと WAE 上のアクセス リスト

•

WAAS ログイン認証および許可

•

WAE の論理グループの作成

•

データ移行プロセス

WAAS ネットワークを計画するためのチェックリスト
企業やサービス プロバイダーは、Cisco WAAS ソフトウェアを実行する Cisco WAE を使用する
と、ブランチ オフィスとデータセンター間のアプリケーション トラフィックのフローを最適
化できます。ネットワーク接続されたアプリケーション クライアントとサーバの付近にある
WAN エンドポイントに WAE ノードを展開して、WAN 経由のアプリケーション トラフィック
を代行受信して最適化させる必要があります。WAE ノードは、指定された処理ポイントの
ネットワーク フローに挿入する必要があります。
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WAAS ソフトウェアは、次の 3 つの典型的なネットワーク トポロジをサポートします。
•

ハブ & スポーク構成：ハブ & スポーク構成ではサーバが集中管理され、ブランチ オフィス
にはクライアントと少数のローカル サービス（たとえば、WAAS 印刷サービス）だけが配
置されます。

•

メッシュ構成：メッシュ構成では、1 つの場所にクライアントとサーバを配置でき、クラ
イアントは任意の数のローカル サーバやリモート サーバにアクセスできます。

•

階層型構成：階層型構成では、複数の地域や各国のデータセンターにサーバが配置され、
さまざまなクライアントがアクセスできます。データセンター間の接続は、ブランチ オ
フィスとの接続より高い帯域幅です。

構成は、クライアント/サーバ型のアクセス パターンに従い、物理ネットワークリンクと異な
る場合がある WAAS 要素の接続に応じて異なります。詳細については、第 1 章「Cisco WAAS
の概要」を参照してください。

計画チェックリスト
WAAS ネットワークを計画するときは、ガイドラインとして次のチェックリストを使用してく
ださい。次のチェックリストが示すように、計画フェーズは、論理的に主に 3 つの計画作業カ
テゴリに分けることができます。

（注）

•

規模決定フェーズ

•

管理計画

•

アプリケーション最適化計画

多少の相互依存性はありますが、特定の計画フェーズのすべての手順を完了しなくても、次の
手順を開始できます。
ネットワークを計画するには、次のガイドラインに従ってください。
1.

次の作業を含む規模決定フェーズを完了します。
– 既存のネットワークで WAAS 最適化が必要な場所（たとえば、ブランチ オフィスと
データセンター）を決定します。
– 従来の WAAS 導入モデルを使用するか、AppNav 導入モデルを使用するかを決定しま
す。AppNavの詳細については、第 4 章「AppNav の設定」を参照してください。
– 各場所に必要な WAAS デバイスの数とモデルを決定します。この選択プロセスで重要
な要素は、WAN 帯域幅、ユーザ数、および予想される使用方法です。さまざまなハー
ドウェア構成が可能です（たとえば、さまざまなハード ディスク モデルや RAM サイ
ズ）。スケーラビリティとフェールオーバーが必要な場所には、WAE のクラスタを運
用することを検討します。詳細については、必要な WAAS デバイスの台数の計算を参
照してください。
– 要件を満たすために十分なライセンスを購入したことを確認します。

2.

次のように管理を計画します。
– サイトとネットワークの計画を完了します。たとえば、IP アドレスとサブネット、
ルータとデフォルト ゲートウェイの IP アドレス、およびデバイスのホスト名のような
IP とルート指定情報を入手します。『Cisco Wide Area Application Services Quick
Configuration Guide』の「Checklist of WAAS Network System Parameters」の表を参照し
てください。
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– WAAS Central Manager と WAE が使用するログイン認証とログイン許可の方法（たとえ
ば、外部 RADIUS、TACACS+、Windows ドメイン サーバ）およびアカウント ポリシー
を決定します。詳細については、第 7 章「管理ログインの認証、許可、およびアカウ
ンティングの設定」を参照してください。
– セキュリティのために、WAE の初期設定を完了したあとで、定義済みの superuser アカ
ウント用の定義済みのパスワードをただちに変更するように計画します。詳細につい
ては、WAAS ログイン認証および許可を参照してください。
– WAAS デバイスの追加管理アカウントを作成する必要があるかどうかを判断します。
詳細については、第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよびグループの作成と管理」を
参照してください。
– WAE を論理グループにグループ化する必要があるかどうかを判断します。詳細につい
ては、WAE の論理グループの作成を参照してください。
– どの管理アクセス方式を使用するかを決定します。デフォルトでは、Telnet が使用され
ますが、展開によっては SSH が推奨される場合もあります。詳細については、第 7 章
「管理ログインの認証、許可、およびアカウンティングの設定」のWAAS デバイス用の
ログイン アクセス コントロール設定の構成を参照してください。
3.

次のようにアプリケーション最適化を計画します。
– ルータの相互運用性問題を決定し、解決します（たとえば、サポートされるハード
ウェアとソフトウェアのバージョン、代行受信が有効時のルータのパフォーマンス）。
詳細については、サイトおよびネットワークの計画を参照してください。
– データセンターやブランチ オフィスが複雑な場合は、適切な代行受信の位置を決定し
ます（たとえば、既存のネットワークが階層的なトポロジを使用している場合）。
– 展開する WAAS サービスを決定します。さまざまな WAAS サービスの詳細について
は、第 1 章「Cisco WAAS の概要」を参照してください。
– インストールする WAAS ソフトウェア ライセンスを決定します。ソフトウェア ライセ
ンスにより特定の WAAS サービスが有効になります。ソフトウェア ライセンスのイン
ストールの詳細については、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のソフトウェア
ライセンスの管理を参照してください。
– WAAS ネットワークでどのトラフィック代行受信方式を使用するかを決定します
（AppNav、インライン モード、WCCP バージョン 2 またはポリシーベース ルーティン
グ（PBR）など）。
– WCCP の使用の利点と欠点の詳細については、サポートされるトラフィック リダイレ
クション方式を参照してください。
– WCCP トラフィック代行受信とリダイレクションの詳細については、第 5 章「トラ
フィック代行受信の設定」の代行受信方式に関する情報を参照してください。ここに
は、WCCP 代行受信に関する情報、WCCP を設定するためのガイドライン、および
ルータでの高度な WCCP 機能の設定が含まれています。
（注）

WCCP は、IPv4 ネットワークだけで動作します。

– トラフィック代行受信方式として WCCP TCP 無差別モード サービスを使用する計画の
場合は、ルータで IP アクセス コントロール リスト（ACL）を使用する必要があるかど
うかを決定します。

（注）

ルータで定義される IP ACL は、WAE で定義される ACL より優先します。詳細につ
いては、ルータと WAE 上のアクセス リストを参照してください。
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– WAE で IP ACL または代行受信 ACL を定義する必要があるかどうかを決定します。詳
細については、ルータと WAE 上のアクセス リストを参照してください。
（注）

WAE で定義される ACL は、WAE で定義される WAAS アプリケーション定義ポリ
シーより優先します。

– PBR を使用する場合は、WAE が使用できる次の PBR ホップを確認するためにどの
PBR 方式を使用するかを決定します。詳細については、第 5 章「トラフィック代行受
信の設定」のPBR のネクストホップが使用できるかどうかを確認する方法を参照して
ください。
– WAAS ネットワークの主なアプリケーションを決定します。定義済みのアプリケー
ション定義ポリシーがこれらのアプリケーションも対象としているかどうかを確認し
ます。対象としていない場合は、ポリシーを追加する必要があるかどうかを検討しま
す。定義済みアプリケーション定義ポリシーのリストについては、付録 A「定義済み
最適化ポリシー」を参照してください。
– プロセスでファイル サーバを集中管理する場合は、ファイル システムの事前移行を検
討します。詳細については、データ移行プロセスを参照してください。
計画作業を完了したら、
『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』の説明
に従って WAAS ネットワークの基本的な設定を実行できます。

サイトおよびネットワークの計画
ネットワークに WAAS デバイスを設置して展開する前に、WAAS デバイスを統合するために必
要なネットワークに関する情報を収集します。
典型的な分散組織レイアウトでは、WAAS デバイスを設置するネットワークには 2 つの種類が
あります。
•

データセンター（セントラル オフィス）。このネットワークでは、同じ場所に配置された 1
台以上のデータセンターの WAE が、常駐ファイル サーバおよびアプリケーション サーバ
へのアクセスを提供します。データセンターでは、単体の WAE を配置したり、ハイ アベ
イラビリティやロード シェアリングのために 2 台 1 組の WAE を配置することができます。
2 台 1 組の WAE 構成で、ハイ アベイラビリティは、データセンターでのトラフィック リダ
イレクション用に WCCP バージョン 2 または PBR を使用する場合にサポートされます。ま
た、ロード シェアリングは、データセンターへのトラフィック リダイレクション用に
WCCP バージョン 2 を使用する場合にだけサポートされます。

•

ブランチ オフィス。このネットワークでは、ユーザがブランチ オフィスの WAE を使用し
て WAN 経由でファイルおよびアプリケーション サーバにアクセスできます。ブランチ オ
フィスでは、単体のデバイスとして WAE を配置したり、ハイ アベイラビリティやロード
シェアリング用に 2 台 1 組の WAE を配置することができます。2 台 1 組の WAE 構成で、ハ
イ アベイラビリティは、ブランチ オフィスでのトラフィック リダイレクション用に
WCCP バージョン 2 または PBR を使用する場合にサポートされます。また、ロード シェア
リングは、ブランチ オフィスでのトラフィック リダイレクション用に WCCP バージョン 2
を使用する場合にだけサポートされます。

コラボレーション ネットワークの場合は、同じ場所に配置したデータセンターの WAE とブラ
ンチ オフィスの WAE がネットワーク全体に展開されます。これらの同じ場所に配置した WAE
は、反対方向でデータを共有するように設定されます（相互にリンクされた 2 台のサーバ）。
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WAE は、アプライアンスとして LAN に接続します。WAE は、パケット代行受信とリダイレク
ションを使用して、アプリケーション アクセラレーションと WAN 最適化を実現します。その
ため、WAE を配置する各サイトでトラフィック代行受信と WAE へのリダイレクションを実行
する必要があります。トラフィック代行受信とリダイレクションは、パケット フローの両方の
方向で行われます。レイヤ 3 ヘッダーとレイヤ 4 ヘッダーが維持されるので、WAE とトラ
フィックを WAE にリダイレクトする WCCP または PBR 対応ルータの間でリダイレクションの
ループが発生しないように、ルータの第 3 のインターフェイス（またはサブインターフェイ
ス）に WAE を接続する必要があります。このトピックの詳細については、第 3 のインター
フェイスまたはサブインターフェイスを使用したルータと WAE の接続を参照してください。
（注）

半二重ではパフォーマンスが低下するため、WAE、ルータ、スイッチ、またはその他のデバイ
スでは半二重接続を使用しないことを強く推奨します。各 Cisco WAE インターフェイスおよび
隣接デバイス（ルータ、スイッチ、ファイアウォール、WAE）のポート設定を調べて、全二重
接続が使用されていることを確認してください。

（注）

データセンターの WAE とブランチ オフィスの WAE は、ファイアウォールを使用する場合にだ
け相互に通信します。
ここでは、次の内容について説明します。
•

Windows ネットワークの統合

•

UNIX ネットワークの統合

•

WAAS 環境で使用する SMB 関連ポート

•

ファイアウォールとスタンバイ Central Manager

•

広帯域幅 WAN のブランチ オフィスのパフォーマンスの調整

Windows ネットワークの統合
WAAS デバイスを Windows 環境に正しく統合するには、次の各項で説明するように、ネット
ワークのデータセンターの WAE 側とブランチ オフィスの WAE 側で特定のタスクを実行する必
要がある場合があります。ここでは、次の内容について説明します。
•

データセンターの WAE の統合

•

ブランチ オフィスの WAE の統合

データセンターの WAE の統合
データセンターの WAE を初期設定する前に、次のパラメータを知っている必要があります。
•

WINS サーバ（該当する場合）

•

DNS サーバと DNS ドメイン（該当する場合）

•

ファイル サーバ ディレクトリ トラバース（読み取り専用）特権を持つブラウズするユー
ザ。一般にドメイン ユーザまたはサービス ユーザとしてセットアップされるこのユーザ
は、事前配置ポリシーを実行する必要があります。

DHCP を使用しないネットワークのデータセンターの WAE 側で Cisco WAAS を Windows 環境に正
しく統合するには、データセンターの WAE の名前と IP アドレスを手動で DNS サーバに追加する
必要があります。この作業は、WAAS デバイスを設置し、展開する前に行う必要があります。

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

2-5

第2章

WAAS ネットワークの計画

サイトおよびネットワークの計画

（注）

ユーザのアクセス権は、既存のセキュリティ インフラストラクチャによって決定されます。

ブランチ オフィスの WAE の統合
ブランチ オフィスの WAE を初期設定する前に、次のパラメータを知っている必要があります。
•

DNS サーバと DNS ドメイン

•

Windows ドメイン名

•

WINS サーバ（該当する場合）

ネットワークのブランチ オフィスの WAE 側で Windows 環境に Cisco WAAS を正しく統合する
には、ネットワークに WAAS デバイスを設置し、展開する前に、次の予備的な作業を行う必要
があります。
•

指定したドメイン内のすべてのブランチ オフィスの WAE が同じドメイン内のユーザの
ネットワーク ネイバーフッドに現れるようにするには、ドメインのマスター ブラウザまた
はローカルのマスター ブラウザが有効になっていることを確認します。

•

DHCP を使用しない場合は、ブランチ オフィスの WAE の名前と IP アドレスを手動で DNS
サーバに追加する必要があります。

UNIX ネットワークの統合
WAAS デバイスを初期設定する前に、次のパラメータを知っている必要があります。
•

DNS サーバと DNS ドメイン。

•

NIS サーバのパラメータ（該当する場合）

•

データセンターの WAE 側で、ファイル サーバ ディレクトリ トラバース（読み取り専用）
特権を持つブラウズする UID または GID。一般にドメイン ユーザまたはサービス ユーザ
としてセットアップされるこの UID または GID は、一貫性ポリシーを定義するときにブラ
ウズするために必要です。

Cisco WAAS を UNIX 環境に正しく統合するには、次の各項で説明するように、ネットワーク
のデータセンターの WAE 側とブランチ オフィスの WAE 側で次のアクションを実行する必要が
あります。

（注）

•

データセンターの WAE とブランチ オフィスの WAE の名前と IP アドレスを手動で DNS
サーバに追加します。

•

別々のドメインを使用するときは、リモート オフィス（ブランチ オフィス）または中央の
サーバで UNIX ユーザを定義できます。そのため、異なるドメインで同じユーザ名が定義
される場合があります。ユーザは、ブランチ オフィスと中央で異なる定義にするか、片方
だけで定義することができます。このような場合、NIS を使用するか、手動または自動で
異なるドメイン間でマッピングして一貫性を保証できます。つまり、セントラル オフィス
からリモート オフィスへユーザ ID を変換して、リモート サーバから中央のサーバへユー
ザをマップできます。

自動的な管理を使用してユーザをマップするには、最初にデータセンターの WAE（プライマ
リ）とブランチ オフィスの WAE（セカンダリ）で NIS サーバを構成する必要があります。
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WAAS 環境で使用する SMB 関連ポート
ここでは、クライアント、SMB を高速化する WAE、および SMB ファイル サーバ間で使用す
る SMB 関連ポートについて説明します。SMB 通信の大半は、ブランチ オフィスとセントラル
オフィスの間で発生します。この通信は暗号化され、組織の VPN 経由で配信されます。すべ
ての通信が内部的にトンネルされるため、ファイアウォールのポートを開放する必要がありま
せん。
組織外部から管理作業や他の保守作業を行う必要がある場合にだけ、ファイアウォールの設定
を変更する必要があります。

ポート 139 およびポート 445
WAAS ネットワークに SMB アクセラレーション サービスを展開した場合、WAAS ネットワー
クは、ポート 139 とポート 445 を使用して、クライアントをブランチ オフィスの WAE に接続
し、データセンターの WAE を関連するファイル サーバに接続します。使用するポートは、
WAAS ネットワークの構成に依存します。
WCCP が有効であるか、またはインライン モードが使用されている場合、ブランチ オフィスの
WAE はポート 139 または 445 でクライアント接続を受け入れます。WCCP もインライン モード
も有効でない場合は、ブランチ オフィスの WAE はポート 139 でだけ接続を受け入れます。
WAAS ネットワークは、エンドツーエンドの通信に常に同じポートの使用を試みます。そのた
め、クライアントがポート 445 を使用してブランチ オフィスの WAE に接続する場合、関連す
るデータセンターの WAE は、同じポートを使用してファイル サーバとの接続を試みます。
ポート 445 を使用できない場合、データセンターの WAE は、ポート 139 の使用を試みます。
（注）

CIFS アプリケーション アクセラレーションは WAAS v6.0.1 から削除されていますが、CIFS ポ
リシーは 2 つのポート（ポート 139 とポート 445）で継続されています。これらのポートの場
合にのみ、SMB アプリケーション アクセラレータは CIFS ポリシー上で実行されます。した
がって、ポート 139 およびポート 445 で SMB によって生成されるアラームは、CIFS アラーム
として表示されます。
一部の企業によっては、ポート 139 に関連するセキュリティ リスクを最小限に抑えるために、
ポート 139 を閉じている所もあります。セキュリティ上の理由からポート 139 を閉じた場合、
ポート 139 をバイパスするように WAAS ネットワークを設定できます。ユーザの組織がこれに
該当する場合、次の作業を実行して、ポート 139 をバイパスし、代わりにポート 445 を使用す
る必要があります（これらのポートに対して CIFS ポリシー上で実行している SMB アプリケー
ション アクセラレータを使用する場合）。
• 『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』の説明に従って、ルータと

ブランチ オフィスの WAE で WCCP バージョン 2 を有効にします。代わりに、Cisco WAE
Inline Network Adapter または Cisco インターフェイス モジュールがインストールされたブ
ランチ オフィスの WAE でインライン モードを使用することもできます。

ポート 88 およびポート 464
Kerberos が有効になっており Windows ドメイン認証を使用している場合、WAE は、ポート 88
とポート 464 を使用してドメイン コントローラへクライアントを認証します。
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ファイアウォールとスタンバイ Central Manager
プライマリ Central Manager とスタンバイ Central Manager は、ポート 8443 で通信します。ネッ
トワークでプライマリ Central Manager とスタンバイ Central Manager との間にファイアウォー
ルが存在する場合、ポート 8443 上のトラフィックを許可するようにファイアウォールを設定
して、Central Manager 同士が通信を行い、同期を維持できるようにします。

広帯域幅 WAN のブランチ オフィスのパフォーマンスの調整
WAAS は、さまざまなプロトコルに対してレイヤ 4 TCP 最適化とレイヤ 7 アプリケーション ア
クセラレータを組み合わせます。広帯域幅 WAN（たとえば、50 Mbps を超える）のブランチ
オフィスの場合、ネイティブ遅延が少ない（たとえば、20 ms RTT 未満）と、ユーザ セッショ
ン数とデータ パターンに応じて、レイヤ 4 の最適化だけが最適なレベルのパフォーマンスを実
現できることがあります。このような場合は、実稼働環境の負荷でエンドユーザの応答時間を
測定し、アプリケーション アクセラレータの適切な動作状態およびサイジングを決定すること
を推奨します。

自動登録と WAE の概要
自動登録は自動的にプライマリ ネットワークを設定し、WAAS Central Manager デバイスに
WAE を登録します。起動時に、プライマリ インターフェイスに既存のネットワーク設定がな
い WAAS デバイス（WAAS Central Manager 自体を除く）は、自動的に WAAS Central Manager
デバイスを検出して登録できます。WAAS デバイスのプライマリ インターフェイスのネット
ワーク設定を手動で設定する必要はありません。この機能は、デバイスの大規模な自動展開を
行う場合に便利です。WAE が登録されたら、WAAS Central Manager GUI を使用してデバイス
の他のインターフェイスと設定の構成をリモートで実行します。
『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』で示されている構成例では、設
定ユーティリティを使用してデバイスの初期設定を実行してインターフェイス設定を手動で構
成するときには、自動登録機能は WAE で無効になっています。
自動登録は、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）の形式を使用します。自動登録が機
能するには、基本設定で構成された DHCP サーバが必要です。
（注）

WAE は、DHCP DISCOVER メッセージのオプション 60 のベンダー クラス識別子として
CISCOCDN を送信し、WAE をデバイス グループにグループ化する際に役立つようにします。
自動登録 DHCP では、次のオプションが DHCP サーバの要求に存在している必要があります。
•

サブネット マスク（オプション 1）

•

ルータ（デフォルト ゲートウェイ）（オプション 3）

•

ドメイン名（オプション 15）

•

ドメイン ネーム サーバ（オプション 6）

さらに、DHCP オファーに WAE ホスト名（オプション 12）を含めることができますが、これ
は必須ではありません。ホスト名オプションが指定されていない場合、WAE ホスト名は自動
的に NO-HOSTNAME-a-b-c-d に設定されます。a.b.c.d は DHCP サーバによって WAE に割り当
てられた IP アドレスです。
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ドメイン名サーバ（オプション 6）を除く上記のすべてのオプションが、システムの既存の設
定を変更します。ドメイン名サーバ オプションは、既存のネーム サーバのリストに追加され
ます。ただし、ネーム サーバの個数は最大 8 個です。
WAE が DHCP からネットワーク設定を行った後で、Central Manager に登録できるように
Central Manager ホスト名が必要です。WAE は、Central Manager ホスト名を取得するために設
定済みの DNS サーバを照会します。自動登録が動作するには、DNS SRV（サーバ ロケーショ
ン）レコードを設定することにより、Central Manager ホスト名がある DNS サーバを設定する
必要があります。このレコードは設定が容易で、通常の DNS 動作に影響しません。DNS SRV
レコードは次のように設定する必要があります。
•

サービスは _waascms

•

プロトコルは _tcp

•

このサービスを提供するホストは、Central Manager の完全修飾ドメイン名（FQDN）に指定

Windows Server 2008 に SRV レコードを作成するには、DNS マネージャを開き、[Forward
Lookup Zones] に移動して正しい DNS ゾーンを選択します。ゾーンを右クリックし、[Other
New Records] を選択し、次に [Service Location (SRV)] を選択します。
DNS 要求が失敗するか、ドメインが設定されていない場合、WAE は ciscowaas.local ドメイン
に SRV レコードの代替 DNS クエリーを試行します。この代替要求も失敗すると、WAE は
Central Manager に登録できません。ただし、そのネットワーク設定は残され、Telnet で接続し
て CLI からその他の設定を実行できます。
デバイスの最初のインターフェイスでは、自動登録は、デフォルトで有効です。NME-WAE モ
ジュールでは、自動登録は設定したインターフェイス上で有効です。SRE-SM モジュールで
は、自動登録がデフォルトで無効になっています。

（注）

両方のデバイス インターフェイスがポートチャネル インターフェイスとして設定されている
場合は、自動登録を無効にする必要があります。
DHCP サーバがない場合、デバイスは自動登録を完了できず、最終的にタイムアウトします。デ
バイスを起動し、手動での設定と登録を行ったあとで、自動登録を無効にすることができます。
自動登録を無効にする、または別のインターフェイスの自動登録を設定するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで no auto-register enable コマンドを使用します。自動登録を
無効にするときに、インターフェイスの動的に設定された IP アドレスを固定 IP アドレスとし
て維持する場合は、このコマンドで preserve-ip オプションを使用します。このオプションで
は、IP アドレスが削除されるため、WAE でネットワーク接続が失われることが防止されます。

（注）

固定 IP アドレスが設定されている場合、またはインターフェイス レベルの DHCP が自動登録
で使用されるものと同じインターフェイスで設定されている場合、自動登録は自動的に無効に
なります（スタティック IP アドレスの選択またはインターフェイス レベルの DHCP の使用 を
参照）。
次の例は、インターフェイス GigabitEthernet 1/0 の自動登録を無効にする方法を示しています。
WAE(config)# no auto-register enable GigabitEthernet 1/0 preserve-ip

自動登録のステータスは、次の show EXEC コマンドを使用して取得できます。
WAE# show auto-register
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WAAS リリース 6.0 以降では、デュアルスタック WAAS デバイスに対して自動登録が可能で
す。デュアル スタック ネットワークでは、WAAS デバイスは、DNS エントリまたは DHCP
プールを使用して IPv6 DHCP アドレスおよび IPv6 Central Manager アドレスを取得してから、
IPv6 を使用して Central Manager に登録できる必要があります。IPv6 DHCP が失敗したときに
IPv4 も自動登録インターフェイスに設定されている場合、デバイスはあらためて IPv4 アドレ
スを取得し、IPv4 のみのネットワークとして処理を進める必要があります。

スタティック IP アドレスの選択またはインターフェイス レベルの
DHCP の使用
初期設定中、デバイス用の固定 IP アドレスを設定するか、DHCP を選択することができます。
DHCP は、ネットワーク管理者がネットワークを集中管理し、組織のネットワークでの IP アド
レスの割り当てを自動化できる通信プロトコルです。組織でコンピュータ ユーザにネットワー
クへの接続を設定するには、IP アドレスを各デバイスに割り当てる必要があります。DHCP を
使用しない場合、各コンピュータの IP アドレスを手動で入力する必要があり、コンピュータを
ネットワークの別の部分にある別の場所に移動したときは、それに応じて IP アドレスを変更す
る必要があります。DHCP は、コンピュータをネットワークの別のサイトに接続すると、自動
的に新しい IP アドレスを送信します。
構成済みの DHCP サーバがある場合、自動登録は、起動時に自動的にネットワーク設定を構成
し、WAE を WAAS Central Manager デバイスに登録します。
構成済みの DHCP サーバがない場合、または DHCP サーバはあるが自動登録機能を使用したく
ない場合は、自動登録を無効にし、対話型設定ユーティリティまたは CLI を使用して手動で次
のネットワーク設定を構成し、WAAS Central Manager デバイスに WAE を登録します。設定す
る項目は次のとおりです。
•

インターフェイス IP アドレスとサブネット マスク

•

IP ドメイン名

•

ホスト名

•

IP ネーム サーバ

•

デフォルト ゲートウェイ

•

プライマリ インターフェイス

WAAS デバイスを起動すると、初回設定ユーティリティを起動し、基本設定を入力するための
プロンプトが表示されます。初回設定ユーティリティを使用して、WAE 用の基本的なデバイ
ス ネットワーク設定をセットアップします。

相互運用性に関する問題の特定と解決
ここでは、相互運用性に関する問題を特定して解決する方法について説明します。次の項目に
ついて説明します。
•

相互運用性とサポート

•

WAAS と Cisco IOS の相互運用性

•

他の Cisco アプライアンスやソフトウェアとの WAAS の互換性
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相互運用性とサポート
ここでは、次の内容について説明します。
•

WAAS GUI インターフェイス用の Unicode のサポート

•

Unicode サポートの制限事項

WAAS ソフトウェアでサポートされるハードウェア、SMB クライアントおよび Web ブラウザの
リストについては、『Release Note for Cisco Wide Area Application Services』を参照してください。

WAAS GUI インターフェイス用の Unicode のサポート
WAAS ソフトウェアは、WAAS Central Manager と WAE Device Manager GUI インターフェイス
で Unicode をサポートしています。
WAAS Central Manager では、Unicode 文字を含む事前配置ポリシーを作成できます。たとえば、
名前に Unicode 文字を含むディレクトリ用の事前配置ポリシーを定義することができます。
具体的には、WAAS Central Manager GUI の事前配置ポリシーのルート ディレクトリおよびファ
イル パターンのフィールドでは、Unicode がサポートされます。
WAE Device Manager GUI では、バックアップ設定ファイルの名前に Unicode 文字を入れること
ができます。さらに、WAE Device Manager GUI に付属しているログは、Unicode 文字を表示で
きます。

Unicode サポートの制限事項
Unicode のサポートには、次のような制限があります。
•

ユーザ名には Unicode 文字を入れることができません。

•

一貫性などのポリシーを定義する場合、[Description] フィールドに Unicode 文字を使用でき
ません。

•

ファイル サーバ名には Unicode 文字を入れることができません。

WAAS と Cisco IOS の相互運用性
ここでは、WCCP に基づく代行受信と透過転送を使用する基本的な WAAS 配備での WAAS ソ
フトウェアと Cisco IOS 機能の相互運用性について説明します。内容は、次のとおりです。
•

WAAS による Cisco IOS QoS 分類機能のサポート

•

WAAS による Cisco IOS NBAR 機能のサポート

•

WAAS による Cisco IOS マーキングのサポート

•

WAAS による Cisco IOS キューイングのサポート

•

WAAS による Cisco IOS 輻輳回避のサポート

•

WAAS による Cisco IOS トラフィック ポリシングと速度制限のサポート

•

WAAS による Cisco IOS シグナリングのサポート

•

WAAS による Cisco IOS リンク効率動作のサポート

•

WAAS による Cisco IOS プロビジョニング、モニタリング、および管理のサポート

•

WAAS と管理装置

•

WAAS と MPLS
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（注）

WAAS ソフトウェアはモバイル IP をサポートしていません。
Cisco IOS ソフトウェア Release 12.2 以降を使用することを推奨します。

WAAS による Cisco IOS QoS 分類機能のサポート
パケットは、パケットに定義されているポリシー フィルタを使用して（たとえば、QPM を使
用して）分類できます。次のポリシー フィルタ プロパティを使用できます。
•

送信元 IP アドレスまたはホスト名：WAAS デバイスが送信元 IP アドレスを維持するため、
WAAS でサポートされます。

•

送信元 TCP/UDP ポート（またはポート範囲）：WAAS デバイスが送信元ポートを維持する
ため、WAAS でサポートされます。

•

送信先 IP アドレスまたはホスト名：WAAS が送信先 IP を維持するため、WAAS でサポー
トされます。WAAS は、データセンターでの代行受信を使用して、ピア WAAS デバイスへ
トラフィックをリダイレクトします。

•

送信先 TCP/UDP ポート（またはポート範囲）
：WAAS が送信先 IP を維持するため、WAAS
でサポートされます。WAAS は、データセンターでの代行受信を使用して、ピア WAAS デ
バイスへトラフィックをリダイレクトします。

•

DSCP/IP 優先（TOS）：WAAS が WAAS からルータへ返信される発信パケットに着信パ
ケットの設定値をコピーするため、WAAS でサポートされます。WAAS は定期的に設定値
のポールを実行しないため、接続確立時にパケットが（TCP パケット用に）色付けされな
い場合、設定値の伝達が遅れる場合があります。最終的にパケットが正しく色づけされま
す。パケットが色付けされていない場合、WAAS ソフトウェアは色付けしません。

（注）

WAAS ソフトウェアは QoS、MPLS QoS、ATM QoS、Frame Relay QoS、および Layer 2
（VLAN）QoS をサポートしません。

WAAS による Cisco IOS NBAR 機能のサポート
WAAS による Cisco IOS QoS 分類機能のサポートに記載されているポリシー フィルタを使用し
て指定される従来のタイプの分類とは異なり、Network-Based Application Recognition（NBAR）
分類ではペイロードを考慮する必要があります。ペイロードの変更により NBAR がパケットを
分類できなくなる場合があるため、分類はペイロードを変更する代行受信者を追跡します。た
だし、WAAS ソフトウェアは、NBAR をサポートしています。
次の例は、WAAS ソフトウェアが NBAR をサポートするフローを示しています。
1.

TCP ストリーム S1 の一部であるパケット P1 がルータに入り、ルータの LAN インターフェ
イスで NBAR によってクラス C1 に属すると分類されます。P1 の分類がペイロード検査を
含まない場合（たとえば、TCP/IP ヘッダーだけの場合）、WAAS ソフトウェアがこの情報
を維持するため、処理は不要です。

2.

P1 分類にペイロード検査が必要な場合、（他の内部マーキングメカニズムを使用する場合
と異なり）パケットの TOS/DSCP ビットを使用して P1 にマークを付ける必要があります。

3.

次に、P1 が WCCP バージョン 2 を通じて代行受信され（やはり、LAN インターフェイス
で、WCCP は NBAR のあとに処理されます）、WAE へリダイレクトされます。
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4.

WAAS は、ペイロードに最適化（ある場合）を適用し、着信 TCP ストリーム S1 から発信
ストリーム S2 に DCSP ビット設定をコピーします（発信ストリーム S2 は、ローカル
WAAS アプライアンスとリモート WAAS アプライアンス間で WAN 経由で確立されます）。
一般に NBAR は分類を実行する前にペイロードを確認する必要があるため、WAAS が接続
確立時に正しいビット設定を持つことはほとんどありません。そのため、WAAS ソフト
ウェアは、ポーリングを使用して、着信 TCP ストリームの DSCP ビットを検査し、WAAS
デバイスからルータへ返信されるストリームにコピーします。

5.

S2 がルータに再び入るとき、ペイロードが変更または圧縮されているため、NBAR は S2
を C1 に属すると分類しません。ただし、DSCP 設定ではこれらのパケットが C1 に属して
いるとマーキングされています。そのため、これらのパケットは、NBAR が分類したかの
ように適切に処理されます。
フローが識別されない限り、NBAR はパケット内で分類の検索を続行します。圧縮された
パケットは分類されないため、パケット インスペクションを実行する CPU に必要以上に負
担がかかる場合があります。パフォーマンスが低下し、正確さが疑わしくなる可能性があ
るため、（第 3 のインターフェイスまたはサブインターフェイスを使用したルータと WAE
の接続の説明に従って）サブインターフェイスまたは別の物理インターフェイスを使用し
て、WAE をルータに接続することを強く推奨します。第 3 のインターフェイスまたはサブ
インターフェイスを使用して WAE をルータに接続すると、各パケットは一度だけ処理され
るため、パフォーマンスと正確性の問題が解決されます。

6.

動的な分類のため、NBAR はフローごとに状態を維持します。特定のフローが分類される
と、NBAR は詳細なパケット インスペクションを停止します。ただし、他のフロー（たと
えば、Citrix）の場合、フロー内で分類が動的に変更される可能性があるため、NBAR は継
続的にパケットを検索します。したがって、すべての NBAR 分類をサポートするには、
WAAS への着信パケットの DSCP 設定をフロー当たり 1 回ポーリングするだけでは十分で
なく、フローの変化を特定するために定期的にポーリングする必要もあります。ただし、
WAAS システムは、パケットがクラス C1 に属するパケットのシーケンス、C2 のシーケン
スなどのように現れることを期待するため、このような動的な変化を追跡するにはポーリ
ング方式で十分です。

（注）

この動的な分類サポートでは、WAAS による Cisco IOS QoS 分類機能のサポートで
指定されている DSCP/ToS 設定のマーキングのサポート、ポーリングを使用した動
的な変更の追跡が必要です。

NBAR-WAAS 準拠を確実にするために、いくつかのルータ設定に従う必要があり、次のルータ
設定に従っていることを確認する必要があります。
•

分類が適切な DSCP マーキングに基づいていることを確認します。

•

一般的なルータ（ルータで設定される IP アクセス リスト）がエントリのパケットですでに
マーキングされている DSCP/TOS 設定をスクラビングせず、NBAR はマーキングされたパ
ケットをマーキング解除しません。

WAAS による Cisco IOS マーキングのサポート
WAAS ソフトウェアは、Cisco IOS マーキング機能をサポートしています。

WAAS による Cisco IOS キューイングのサポート
WAAS ソフトウェアは、輻輳を管理するために Cisco IOS キューイング機能をサポートしてい
ます。
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WAAS による Cisco IOS 輻輳回避のサポート
WAAS ソフトウェアは、Cisco IOS 輻輳回避機能をサポートしています。

WAAS による Cisco IOS トラフィック ポリシングと速度制限のサポート
WAAS ソフトウェアは、Cisco IOS トラフィック ポリシングと速度制限機能を部分的にサポー
トしています。この Cisco IOS 機能は、発信インターフェイスで有効になっている場合、正し
く動作します。ただし、この機能を着信インターフェイスで有効にすると、圧縮されているト
ラフィックと圧縮されていないトラフィックの両方が検査されるため、速度制限が不正確にな
ります。

WAAS による Cisco IOS シグナリングのサポート
一般に、Cisco IOS シグナリング（RSVP）機能は、マルチプロトコル ラベル スイッチング
（MPLS）ネットワークに実装されます。WAAS ソフトウェアと MPLS RSVP メッセージとの間
に相互作用がないため、RSVP 機能がサポートされます。

WAAS による Cisco IOS リンク効率動作のサポート
WAAS ソフトウェアは、Cisco IOS リンク効率動作をサポートしています。

WAAS による Cisco IOS プロビジョニング、モニタリング、および管理のサポート
WAAS ソフトウェアは、Cisco IOS AutoQoS 機能をサポートしていますが、追加設定が必要で
す。AutoQoS 機能は NBAR を使用してネットワーク上のさまざまなフローを検出するため、こ
の機能は NBAR サポートと緊密に関連しています。ただし、Cisco IOS AutoQoS 機能は厳密に
は発信機能であり（たとえば、インターフェイスの着信側では有効にできません）、発信イン
ターフェイスで NBAR を有効にすることはサポートされないため、この状況によって潜在的な
問題が発生する可能性があります。
この潜在的な問題を回避するには、次のインターフェイスで AutoQoS 機能の trust オプション
を有効にして、マーキングされた値に基づいて分類やキューイングが実行されるようにします
（この解決策を使用して、NBAR が発信インターフェイスで有効にならないようにします）。
•

入力ポリシーが作成され、パケットのマーキングが AutoQoS マーキングに従って実行され
る（たとえば、対話型ビデオ マークから af41 へ）必要がある LAN インターフェイス

•

WAN 発信インターフェイス

WAAS と管理装置
WAAS ソフトウェアとともに管理装置を使用する場合は、次の事項に注意してください。
•

ネイティブ（透過）モードで配置された場合、NetFlow などのテクノロジーに不可欠なパ
ケット ヘッダー情報が WAAS によって維持されます。NetFlow は隣接デバイスで設定し、
NetFlow が WAAS デバイスに関連して設定される場所に従って、フローレコード情報をエ
クスポートすることができます。NetFlow が WAAS デバイスの LAN 側で設定された場合、
元のフローに関する情報の入ったレコードが NetFlow によってエクスポートされます。
NetFlow が WAAS デバイスの WAN 側で設定された場合、最適化されたパススルー フロー
に関する情報の入ったレコードが NetFlow によってエクスポートされます。

•

最適化されたトラフィックと最適化されていないトラフィックに関する統計情報を表示で
きます。
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•

IP サービス レベル契約（SLA）はサポートされています。

•

レイヤ 3 とレイヤ 4 に基づくポリシーは、完全にサポートされています。レイヤ 7 に基づ
くポリシーは、最初の少数のメッセージが最適化されていないため、部分的にサポートさ
れています。

•

侵入検知システム（IDS）は、部分的にサポートされています。IDS が侵入文字列を検出で
きるように、最初の少数のメッセージは最適化されません。

•

Cisco IOS セキュリティは、レイヤ 5 以上の参照可能性に依存する機能を除き、部分的にサ
ポートされています。

•

IPsec と SSL VPN はサポートされています。

•

ACL はサポートされています。ルータ上の IP ACL は、WAE で定義されている ACL より優
先します。詳細については、ルータと WAE 上のアクセス リストを参照してください。

•

WCCP 代行受信のあとで VPN が展開される場合、VPN はサポートされます。
（注）

•

WAAS デバイスは、WAN トラフィックを暗号化しません。追加的なセキュリティ
対策が必要な場合は、VPN を使用する必要があります。ただし、VPN アプライア
ンスは、WAAS デバイスが暗号化されていないトラフィックだけを見るように、
WAAS デバイスのあとでトラフィックを暗号化し、WAAS デバイスの前で複号化す
る必要があります。WAAS デバイスは、暗号化されたトラフィック圧縮できず、限
られた TCP 最適化だけを提供します。

ネットワーク アドレス変換（NAT）はサポートされています。ただし、ペイロードに基づ
く NAT はサポートされません。

WAAS と MPLS
WAAS ソフトウェアは、MPLS を部分的にサポートしています。WCCP は、MPLS ラベルが付
いているパケットを処理する方法を知りません。そのため、WCCP リダイレクションは、クラ
ウドの内側で機能しません（たとえば、WCCP リダイレクションは、中間の WAE では動作し
ません）。ただし、MPLS のクラウドの外にあるインターフェイスでリダイレクションが行われ
る場合、WAAS はサポートされます。

他の Cisco アプライアンスやソフトウェアとの WAAS の互換性
ファイアウォールがクライアントと WAE の片側の間に配置され、ルータがファイアウォール
の反対側に配置される場合、デフォルト WCCP リダイレクションは動作しません。ただし、
ファイアウォールの内側に 1 台のルータがあり、ファイアウォールの外部に別のルータがある
場合、デフォルト WCCP に基づくリダイレクションは動作し、WAAS はサポートされます。
ネットワークでの ACNS デバイスと WAAS デバイスの連結は、サポートされています。ACNS デ
バイスは、Web プロトコルを最適化し、Web コンテンツをローカルに処理できます。WAAS デバ
イスは、コンテンツ エンジンからの要求を最適化します。このコンテンツ エンジンが、上流の
サーバまたは上流のコンテンツ エンジンからサービスを提供される必要がある ACNS デバイスで
す。ネットワークで ACNS デバイスと WAAS デバイスを連結すると、次の利点があります。
•

ACNS がすでにネットワークに展開されている場合、WAAS も配備できます。

•

ACNS がネットワークに展開されていないが、特定の ACNS 機能が必要な場合、ACNS を
購入して WAAS とともに展開することができます。
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WAAS デバイスとデバイス モード
専用のアプライアンスに WAAS Central Manager を展開する必要があります。WAAS Central
Manager デバイスは WAAS ソフトウェアを実行しますが、その唯一の目的は管理機能を提供す
ることです。WAAS Central Manager は、ネットワークで WAAS Central Manager に登録されて
いる WAE と通信します。WAAS Central Manager GUI を使用して、WAE の設定を個別またはグ
ループで集中管理できます。また、WAAS Central Manager は、登録された WAE 用の管理統計
情報を収集してログに記録します。
WAE は WAAS ソフトウェアも実行しますが、その役割は WAAS ネットワークでアクセラレー
タとして機能することです。
WAAS ネットワークでは、次のいずれかのデバイス モードで WAAS デバイスを展開する必要
があります。
•

WAAS Central Manager mode：WAAS Central Manager が使用するモード。

•

WAAS アプリケーション アクセラレータ モード：トラフィックの最適化および高速化のた
めに WAAS アクセラレータ（WAAS ソフトウェアを実行するデータセンターの WAE およ
びブランチ オフィスの WAE）が使用するモード。

•

WAAS AppNav Controller モード：アプリケーション アクセラレータ モードで動作している
他の WAAS デバイスへのトラフィックを代行受信および分散する AppNav Controllerとして
動作している WAAS デバイスのモード。

WAAS デバイスのデフォルトのデバイス モードは、WAAS アクセラレータ モードです。device
mode グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、WAAS デバイスのデバイス
モードを変更できます。
たとえば、WAAS CLI を使用して、指定した WAAS Central Manager（waas-cm という名前の
WAAS デバイス）用の基本的なネットワーク パラメータを指定し、それにプライマリ イン
ターフェイスに割り当てると、device mode コンフィギュレーション コマンドを使用して中央
マネージャとしてデバイス モードを指定できます。また、基本設定時に IPv4 または IPv6 イン
ターフェイスとして設定することも指定できます。
waas-cm# configure
waas-cm(config)# primary-interface gigabitEthernet 1/0 IPv6
waas-cm(config)# device mode central-manager
waas-cm(config)# exit
waas-cm# copy run start
waas-cm# reload
Proceed with reload?[confirm]yes
Shutting down all services, will timeout in 15 minutes.
reload in progress ..

WAAS デバイスを初期設定する方法の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services
Quick Configuration Guide』を参照してください。
（注）

WAE ネットワーク モジュールは、NME-WAE または SRE-SM ファミリのデバイスでは、
WAAS Central Manager モードで稼働するように設定することはできません。
Cisco WAE Inline Network Adapter のある WAE は、WAAS Central Manager モードで動作するよ
うに設定できますが、インライン代行受信機能は有効ではありません。
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デバイス モードの変更
すでに Central Manager に登録されているデバイスのデバイス モードを変更する場合は、最初
にデバイスを Central Manager から登録解除してデバイスモードを変更し、デバイスをリロード
し、CMS サービスを再度有効にする必要があります。
次に、デバイス モードを application-accelerator から appnav-controller に変更する手順を説明し
ます。
ステップ 1

Central Manager からデバイスを登録解除します。
wae# cms deregister
Deregistering WAE device from Central Manager will result in loss of data on encrypted
file systems.
imported certificate/private keys for SSL service.If secure store is initialized and open,
clear secure store.
If encrypted MAPI is enabled, windows-domain encryption-service identities will be
disabled.The passwords must be re-entered again the next time the WAE joins a central
manager.
Do you really want to continue (yes|no) [no]?yes
Disabling management service.
management services stopped
Sending de-registration request to CM
SSMGR RETURNING: 7 (Success)
Removing cms database tables.
Re-initializing SSL managed store and restarting SSL accelerator.
Deregistration complete.Save current cli configuration using 'copy running-config
startup-config' command because CMS service has been disabled.

ステップ 2

デバイス モードを appnav-controller に変更します。
wae# configure
wae(config)# device mode appnav-controller
The new configuration will take effect after reload.

ステップ 3

設定を保存してリロードします。
wae(config)# exit
wae# copy run start
wae# reload
Proceed with reload?[confirm]yes
Proceed with clean WCCP shutdown?[confirm]yes
WCCP clean shutdown initiated
Waiting for shutdown ok (1 seconds) .Press ^C to skip waiting
WCCP clean shutdown wait time expired
Shutting down all services, will timeout in 15 minutes.
reload in progress ..

ステップ 4

リブート終了後に WAE にログインします。
AppNav Controller

wae login: admin
Password:
System Initialization Finished.
wae#

ステップ 5

CMS サービスを再度有効にします。
wae# config
wae(config)# cms enable
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Registering WAAS AppNav Controller...
Sending device registration request to Central Manager with address 10.43.65.50
Please wait, initializing CMS tables
Successfully initialized CMS tables
Registration complete.
Please preserve running configuration using 'copy running-config startup-config'.
Otherwise management service will not be started on reload and node will be shown
'offline' in WAAS Central Manager UI.
management services enabled

ステップ 6

設定を保存します。
wae(config)# exit
wae# copy run start

（注）

WAVE-7571 および WAVE-8541 の各プラットフォームでは、デバイス モードが Appnav コント
ローラに変更されると、特定のアクセラレータでは接続制限が小さくなります。
プラットフォーム

アプリケーション アクセラレータ Appnav モード

7571

60,000

50,000

8541

150,000

140,000

必要な WAAS デバイスの台数の計算
動作システムのしきい値を超えると、Cisco WAAS は期待されるサービス レベルに適合しない
場合があります。そのため、パフォーマンスが低下する場合があります。
この制約の原因は、特定の Cisco WAAS デバイス（WAAS Central Manager、ブランチ オフィスの
WAE、またはデータセンターの WAE）、Cisco WAAS システム全体、ハードウェアの制約、また
は分散したソフトウェア集合を接続するネットワークなどがあります。リソースを追加するか、
ハードウェアやソフトウェアをアップグレードすると、制約を解決できる場合があります。
ネットワークを計画するときは、サポートする必要があるユーザ数、サポートする必要がある
ファイル数、およびキャッシュする必要があるデータ量のような動作キャパシティを考慮して
ください。
また、WAAS ネットワークを計画するときは、次の補足的なガイドラインを参照してください。
•

WAAS Central Manager の数：すべてのネットワークに、少なくとも 1 つの WAAS Central
Manager が必要です。大型ネットワークの場合は、アクティブとスタンバイのバックアッ
プ、ハイ アベイラビリティ、およびフェールオーバー用に 2 つの WAAS Central Manager を
展開することを検討する必要があります。WAAS Central Manager は、専用のアプライアン
スで展開します。

•

WAE の台数：トラフィックを最適化するために、ネットワーク リンクの両側に 1 台ずつの
少なくとも 2 台の WAE が必要です（たとえば、ブランチ オフィスに 1 台、データセンター
に 1 台）。冗長性を実現するために、1 つのサイトに複数の WAE を配置できます。
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•

ブランチ WAE の数：リモート オフィスごとに 1 つ以上のブランチ WAE が必要です。一般
に、大型オフィスには複数の部門があり、ユーザはセントラル オフィスの異なるサーバを
使用します。そのようなシナリオでは、組織構造に従って各部門に 1 台のブランチ オフィ
スの WAE を配置すると、システム管理が改善されます。特定の状況下では、WCCP を使
用して、複数のブランチ オフィス WAE をクラスタ化および設定し、フェールオーバー機
能を提供することができます。ユーザ数が多い場合は、WCCP を推奨します。

•

データセンターの WAE の台数：各組織に少なくとも 1 台のデータセンターの WAE が必要
です。

•

ANCの数：AppNav 導入モデルを使用している場合、1 つ以上の ANC が必要です。

組織に必要なコンポーネントの台数を決定するときは、次の要因を検討してください。
•

システムに接続するユーザ数：システムの固定キャパシティと動的キャパシティに依存し
ます。
– 固定キャパシティ：キャパシティに達する前にシステムに接続できるユーザ セッショ

ンの数を定義します。
– 動的キャパシティ：サーバが処理するトラフィックの量（ネットワークで実行される

作業の量）を定義します。たとえば、現在システムに接続しているユーザによるシス
テムの負荷を考慮してください。

（注）

•

動的キャパシティは、各ユーザに固有の具体的な負荷の仮定に基づいて計算する必要が
あります。

データセンターの WAE 経由でファイル サーバに接続する全ブランチ オフィスのユーザの
総数：ユーザの数が 1 台のデータセンターの WAE がサポートできるユーザ数を超える場合
は、1 台または複数の追加のデータセンターの WAE をネットワークに追加する必要があり
ます。

サポートされるトラフィック リダイレクション方式
WAAS ネットワークでは、最適化、冗長性の除去、および圧縮のために、ブランチ オフィスの
クライアントとデータセンターのサーバ間のトラフィックを WAE にリダイレクトできます。
トラフィックは、ルータに設定されているポリシーに基づいて代行受信され、WAE へリダイ
レクトされます。要求をローカル WAE に透過的にリダイレクトするネットワーク要素として
WCCP バージョン 2 または PBR を使用するルータを使用すれば、トラフィックをローカル
WAE またはレイヤ 4 ～ レイヤ 7 のスイッチ（たとえば、Catalyst 6500 シリーズの Content
Switching Module（CSM）または Application Control Engine（ACE））に透過的にリダイレクト
できます。
代わりに、Cisco WAE Inline Network Adapter または Cisco インターフェイス モジュールがイン
ストールされた WAE は、インライン モードで動作でき、ルータを通過する前にトラフィック
を直接受信したり最適化することができます。
AppNav 導入では、データセンター内の AppNav コントローラは、WCCP、PBR、またはインラ
インモードを介して、代行受信したトラフィックを受信し、トラフィックを最適化する WAAS
ノードに配信します。AppNav 導入の詳細については、第 4 章「AppNav の設定」を参照してく
ださい。
ここでは、次の内容について説明します。
•

インライン代行受信を使用する長所と短所

•

WCCP を使用する長所と短所
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•

PBR を使用する長所と短所

•

WAAS トラフィックの WCCP または PBR ルーティングの設定

WAAS ネットワーク用のトラフィック代行受信を設定する方法の詳細については、第 5 章「ト
ラフィック代行受信の設定」を参照してください。

インライン代行受信を使用する長所と短所
インライン代行受信では、Cisco WAE Inline Network Adapter、Cisco インターフェイス モジュー
ル または Cisco AppNav コントローラ インターフェイス モジュール がインストールされた
WAE アプライアンスを使用する必要があります。インライン モードでは、WAE は、物理的に
透過的にトラフィックをクライアントとルータの間で代行受信できます。このモードを使用し
た場合、WAE デバイスを最適化するトラフィックのパスに物理的に配置します。通常は、ス
イッチとルータの間です。
トラフィックのリダイレクションは必要ないため、インライン代行受信は構成を簡素化し、
ルータでの WCCP または PBR の設定の複雑さを軽減します。
インライン アダプタまたはモジュールには、それぞれがインライン グループ インターフェイ
スまたはブリッジ グループ インターフェイスにグループ化された、1 つ以上の LAN/WAN イー
サネット ポートのペアが含まれています。インライン アダプタまたはモジュールにポートの
複数のペアがある場合、ネットワーク トポロジで必要であれば複数のルータに接続できます。
インライン グループ インターフェイスまたはブリッジ グループ インターフェイスは、トラ
フィックを透過的に代行受信し、最適化の必要のないトラフィックをブリッジングします。電
源、ハードウェア、修復不可能なソフトウェア障害が発生した場合に自動的にトラフィックを
ブリッジングする、フェールセーフ機構の設計も使用します。

（注）

AppNav コントローラ インターフェイス モジュールは、障害が発生した場合でもトラフィック
フローを継続する自動バイパス モードをサポートしていません。ハイアベイラビリティを実現
するためには、2 台以上の AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを AppNav クラ
スタに導入する必要があります。AppNav ソリューションでのインライン モードの使用の詳細
については、第 4 章「AppNav の設定」を参照してください。
特定の VLAN からのトラフィックだけを受信し、他のすべての VLAN のトラフィックはブ
リッジングされて処理されないように、インラインまたはブリッジのグループ インターフェイ
スを設定できます。デバイスの故障に備えてアベイラビリティを高めるために、インライン
モードで WAE デバイス（AppNav Controllerを除く）を連続的にクラスタ化できます。現在最
適化を行っているデバイスが故障すると、クラスタ内の 2 つめの WAE が最適化サービスを提
供します。スケーリングまたはロード バランシングのために WAE デバイスをシリアル インラ
イン クラスタに配置することは、サポートされていません。
ピア WAE 上でのトラフィック代行受信メカニズムの任意の組み合わせがサポートされていま
す。たとえば、インライン代行受信を、データセンター WAE 上のブランチ オフィス WAE と
WCCP で使用できます。複雑なデータセンターの構成に対して、ハードウェアで加速された
WCCP 代行受信または Cisco Application Control Engine（ACE）でのロード バランシングおよび
WAAS AppNav 導入の使用を推奨します。
インライン代行受信の詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」のインライン
モード代行受信の使用を参照してください。
次の 3 つの要素を使用すると、WCCP ベースのアプローチを使用しなくても、データセンター
でのトラフィックの代行受信が容易に行えるようになります。
•

次の特定の WAE モデルでは、インライン インターフェイスの複数のペアを使用できます。
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•

WAVE-294/594/694/7541/7571/8541 モデルは、設置された 1 つの Cisco インターフェイス モ
ジュールをサポートし、8 つのインライン グループの最大 16 のインライン ポートを構成で
きます。また、設置された 1 つの AppNav コントローラ インターフェイス モジュールをサ
ポートし、5 つのブリッジ グループに最大 12 のインライン ポートを設定できます。ハイア
ベイラビリティをサポートするための 2 つの WAE（AppNav Controllerを除く）のシリアル
インライン クラスタリング。

•

代行受信されるトラフィックや通過するトラフィックを制御する、代行受信 ACL。代行受
信 ACL の詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」の代行受信アクセス コ
ントロール リストの設定を参照してください。

WCCP を使用する長所と短所
WCCP（Web Cache Communication Protocol）は、1 台または複数のルータ（またはレイヤ 3 ス
イッチ）および 1 台または複数のアプリケーション アプライアンス、Web キャッシュ、および
他のアプリケーション プロトコルのキャッシュ間の通信を規定しています。通信の目的は、
ルータのグループを通過する選択した種類のトラフィックの透過的なリダイレクションを確立
し、維持することです。選択したトラフィックは、アプライアンスのグループへリダイレクト
されます。
WCCP では、クライアント要求を処理するために WAE へ透過的にリダイレクトすることがで
きます。WAAS ソフトウェアは、すべての TCP トラフィックの透過的な代行受信をサポートし
ます。
基本的な WCCP を構成するには、データセンターのルータと WAE または ANC、およびブラン
チ オフィスのルータまたは WAE で、「WCCP」を「代行受信方式」として有効にします。デ
フォルトでは、WAAS では WCCP バージョン 2 が使用されます。WAE を起動し稼働させるた
めに、使用可能な WCCP 機能またはサービスをすべて設定する必要はありません。
（注）

WCCP バージョン 1 は Web トラフィック（ポート 80）しかサポートしていないため、ルータ
と WAE が WCCP バージョン 1 の代わりに WCCP バージョン 2 を使用するように設定する必要
があります。ルータは、WCCP バージョン 2 もサポートしている Cisco IOS ソフトウェア バー
ジョンを実行している必要があります。
WCCP は PBR を設定するよりもはるかに簡単です。ただし、一般にデータセンターとブラン
チ オフィスの端に存在するルータ上の WCCP を設定するには、ルータへの書き込みアクセス
が必要です。また、WCCP を使用すると、WAE を稼働させるために、ルータと WAE 上の
WCCP の基本的な設定を実行するだけで済むという利点もあります。
WCCP バージョン 2 プロトコルには、たとえば、複数のデバイス間の自動フェールオーバーや
ロード バランシングなど、便利な機能が組み込まれています。WCCP 対応ルータは、WCCP
キープアライブ メッセージを使用して、ルータに接続している各 WAE または ANC の状態をモ
ニタします。WAE がダウンした場合、ルータは WAE へのパケットのリダイレクトを停止しま
す。WCCP バージョン 2 を使用した場合、ブランチ WAE は WAAS サービスのシングル ポイン
ト障害となりません。また、ルータまたは ANC は、複数のブランチ オフィスの WAE の間でト
ラフィックをロード バランスできます。
ルータと WAE の両方で CLI コマンドを使用して基本的な WCCP を設定できます。また、CLI
コマンドを使用して WCCP 用にルータを設定し、WAAS Central Manager GUI を使用して WAE
上の基本的な WCCP を設定できます。
最初のブランチ オフィスの WAE とデータセンターの WAE では、『Cisco Wide Area Application
Services Quick Configuration Guide』の説明に従って、WAAS CLI を使用して WCCP の基本的な
初期設定を完了することを推奨します。WCCP 透過リダイレクションが正常に動作しているこ
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とを確認したら、WAAS Central Manager GUI を使用して集中的にこの基本的な WCCP 設定を変
更したり、WAE（または WAE のグループ）用に追加の WCCP 設定（ロード バランシングな
ど）を構成したりすることができます。詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設
定」のWAE 上での WCCP の設定を参照してください。ルータ上の基本的な WCCP を構成した
ら、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」の「ルータでの高度な WCCP 機能の設定」の説明
に従って、ルータ上の高度な WCCP 機能を構成できます。

PBR を使用する長所と短所
PBR を使用すると、IT 組織は、トラフィックの分類に基づいて選択的にトラフィックをネクス
ト ホップへ転送するように、ネットワーク デバイス（ルータまたはレイヤ 4 ～レイヤ 6 スイッ
チ）を構成できます。WAAS 管理者は、PBR を使用して、既存のブランチ オフィス ネット
ワークとデータセンターに WAE を透過的に統合できます。PBR を使用すると、定義されたポ
リシーに基づいて一部またはすべてのパケットが WAE を通過するルートを確立できます。
PBR を構成するには、ルート マップを作成し、透過的なトラフィック リダイレクションを行
いたいルータ インターフェイスにルート マップを適用する必要があります。ルートは、明示
的な許可または拒否の条件が含まれる基準アクセス リストをマッピングします。アクセス リ
ストは、WAE に関連するトラフィック（つまり、ネットワーク デバイスが透過的に代行受信
し、ローカル WAE へリダイレクトする必要があるトラフィック）を定義します。ルート マッ
プは、ネットワーク デバイスが関連するトラフィックを処理する方法を定義します（たとえ
ば、パケットをローカル WAE であるネクスト ホップに送信する）。
WCCP バージョン 2 の代わりに PBR を使用して透過的に IP/TCP トラフィックを WAE へリダ
イレクトする利点は、次のとおりです。
•

PBR は GRE オーバーヘッドがないため、WCCP バージョン 2 よりも高いパフォーマンスを
実現します。

•

デフォルトでは、PBR はルータで CEF が有効になっているときは CEF を使用します（PBR
はパケットのファースト スイッチングに CEF を使用します）。

•

PBR は、Cisco IOS ソフトウェアの適切なバージョンを実行している Cisco IOS 対応のルー
タまたはスイッチで実装できます。Cisco IOS ソフトウェア Release 12.2 以降を使用するこ
とを推奨します。

•

PBR は、複数のネクストホップ アドレスが定義されている場合、フェールオーバーを提供
します。

WCCP バージョン 2 の代わりに PBR を使用して透過的に IP/TCP トラフィックを WAE へリダ
イレクトする欠点は、次のとおりです。
•

PBR は、等コスト ルート間のロード バランシングをサポートしない。このため、PBR は
展開場所の拡張性を提供しません。

•

PBR は WCCP バージョン 2 よりも設定が難しい。WAAS トラフィックに対して PBR を設
定する方法の例については、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」のポリシー ベース
ルーティング代行受信の使用を参照してください。

WAAS トラフィックの WCCP または PBR ルーティングの設定
WAAS の主要な機能は WAN トラフィックを加速することです。一般に、WAAS は TCP トラ
フィックを加速し、アプリケーション最適化のために対称的なアプローチを採用しています。
アプリケーション固有およびネットワーク固有のインテリジェンスを持つ WAE が、WAN の両
側に配置されます。これらの WAE は、ブランチ オフィスとデータセンターの両方で、データ
パスの外部に配置されます。
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ブランチ オフィスのクライアントとデータセンターのサーバ間のトラフィックは、トンネリン
グなしで設定された 1 組のポリシーに基づいて、WAE 経由で透過的にリダイレクトされます。
ルータは最適化、冗長性除去、および圧縮のために WCCP バージョン 2 または PBR を使用し
て、トラフィックを透過的に代行受信してローカル WAE にリダイレクトします。たとえば、
Edge-Router1 は、PBR または WCCP バージョン 2 を使用して、ブランチ オフィスのローカル
WAE である Edge-WAE1 へ透過的にトラフィックをリダイレクトします。Core-Router1 は、
PBR または WCCP バージョン 2 を使用して、データセンターのローカル WAE である
Core-WAE1 へ透過的にトラフィックをリダイレクトします。
（注）

この構成例では、Edge-Router1 と Core-Router1 を、トラフィックをローカル WAE へリダイレ
クションできるレイヤ 4 ～ 7 スイッチで置き換えることができます。
図 2-1 に示すように、WAE（Edge-WAE1 と Core-WAE1）は、トラフィックの送信先と送信元
から分離された帯域外ネットワークに存在する必要があります。たとえば、Edge-WAE1 は、ク
ライアント（トラフィックの送信元）とは別のサブネットに存在し、Core-WAE1 は、ファイル
サーバとアプリケーション サーバ（トラフィックの送信先）とは別のサブネットに存在しま
す。さらに、WAE とルータ間の無限ルーティング ループを防止するために、トラフィックを
WAE へリダイレクトするルータに WAE を接続する第 3 のインターフェイス（分離された物理
インターフェイス）またはサブインターフェイスを使用する必要がある場合があります。詳細
については、第 3 のインターフェイスまたはサブインターフェイスを使用したルータと WAE
の接続を参照してください。

PBR または WCCP バージョン 2 を使用してすべての TCP トラフィックを透過的に WAE へリダイレクトする
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図 2-1

表 2-1 に、PBR または WCCP バージョン 2 を使用して、透過的にトラフィックを WAE へリダ
イレクトするために設定する必要があるルータ インターフェイスの概要を示します。
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表 2-1

WCCP または PBR がトラフィックを WAE へリダイレクトするためのルータ インターフェイス

ルータ
インターフェイス

説明

Edge-Router1

A

発信トラフィックのリダイレクションを実行する Edge LAN インターフェイス（入力イン
ターフェイス）。

B

Edge-Router1 の LAN ポートにない第 3 のインターフェイス（分離された物理インターフェイ
ス）またはサブインターフェイス。ブランチ オフィスの Edge-Router1 に Edge-WAE1 を接続
するために使用します。

C

着信トラフィックのリダイレクションを実行する Edge-Router1 の Edge WAN インターフェイ
ス（出力インターフェイス）

Core-Router1

D

発信トラフィックのリダイレクションを実行する Core LAN インターフェイス（入力イン
ターフェイス）。

E

Core-Router1 上の LAN ポートにない第 3 のインターフェイスまたはサブインターフェイス。
データセンターの Core-Router1 に Core-WAE1 を接続するために使用します。

F

着信トラフィックのリダイレクションを実行する Core-Router1 の Core WAN インターフェイ
ス（出力インターフェイス）
このトラフィック リダイレクションは、トンネリングを使用しません。4 つ 1 組の情報（送信
元 IP アドレス、送信元ポート番号、送信先 IP アドレス、および送信先ポート番号）が、TCP
トラフィックの両端で維持されます。WAAS の主な機能が WAN 経由で転送するデータを減ら
して WAN トラフィックを加速することであるため、TCP トラフィックの元のペイロードは両
端で維持されません。このようなペイロードの変更により、NBAR のように、WCCP または
PBR リダイレクションを実行しており、処理を実行するために実際のペイロードを見る必要が
あるルータの機能に潜在的に影響する場合があります。このトピックの詳細については、
WAAS と Cisco IOS の相互運用性を参照してください。
両側でトンネリングなしで WCCP または PBR を使用するには、近端のルータだけではなく、
遠端のルータでもトラフィックが代行受信されてリダイレクトされる必要があります。これに
よって、トンネルベース モードでは 2 つのインターセプト ポイントであるのに対して、4 つの
インターセプト ポイントが必要となります。
WCCP 対応ルータの発信インターフェイスまたは着信インターフェイスのどちらかで、パケッ
ト リダイレクションをイネーブルにすることができます。発信および着信という用語は、イン
ターフェイスから見て定義されます。着信リダイレクションは、あるインターフェイスでトラ
フィックを受信した通りにリダイレクトすることを示します。発信リダイレクションは、ある
インターフェイスでトラフィックを送信した通りにリダイレクトすることを示します。
WAAS ネットワークに WAN 最適化を展開している場合は、WCCP バージョン 2 と TCP 無差別
モード サービス（デフォルトでは、WCCP バージョン 2 サービス 61 および 62）用にルータと
WAE を構成する必要があります。
（注）

サービス 61 と 62 は、WAE での TCP 無差別モードの設定時に常に有効です。ネットワーク デ
バイス（ルータ、スイッチ、またはその他）で TCP 無差別モードを設定する場合、個別にサー
ビス 61 および 62 を定義して設定する必要があります。サービス 61 は、送信元 IP アドレスで
トラフィックを配信し、サービス 62 は、送信先 IP アドレスでトラフィックを配信します。
サービス ID は設定可能で、デフォルトは 61 と 62 です。

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

2-24

第2章

WAAS ネットワークの計画
サポートされるトラフィック リダイレクション方式

TCP 無差別モード サービスは、任意の TCP ポート宛てのすべての TCP トラフィックを代行受
信し、透過的に WAE へリダイレクトします。WCCP 対応ルータは、サービス ID 61 および 62
を使用して、このサービスにアクセスします。デフォルトとは異なるサービス ID を設定した
場合は、ルータで使用されるサービス ID が WAE の ID と一致している必要があります。
デフォルトでは、TCP 無差別モード サービスに IP プロトコル 6 が指定されます。そのため、
TCP 無差別モード サービスに設定されたルータは、任意の TCP ポート宛てのすべての TCP ト
ラフィックをローカル WAE へ代行受信します。TCP 無差別モード サービスは WAE で設定さ
れるため、WAE は、指定した WCCP ルータが透過的に WAE へリダイレクトするすべての TCP
トラフィックを受け付けます（たとえば、Edge-WAE1 は、Edge-Router1 がそれにリダイレクト
したすべての TCP トラフィックを受け付けます）。ブランチ オフィスでは、エッジ ルータの
エッジ LAN および WAN インターフェイスでパケットを代行受信し、TCP トラフィックをロー
カル WAE（ブランチ オフィスの WAE）へリダイレクトできます。データセンターでは、コア
ルータのコア LAN および WAN インターフェイスでパケットを代行受信し、TCP トラフィック
をローカル WAE（データセンターの WAE）へリダイレクトできます。詳細については、
WAAS ネットワークでの無差別 TCP デバイスとしての WAE の設定を参照してください。
可能な場合、ブランチ ソフトウェア ルータの着信インターフェイスでパケット リダイレク
ションを設定します。着信トラフィックはシスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）、分
散型シスコ エクスプレス フォワーディング（dCEF）、Fast Forwarding、または Process
Forwarding を使用するように設定できます。
（注）

CEF は、WCCP に必要であり、ルータで有効になっている必要があります。
WCCP を使用してルータの発信または着信インターフェイスでパケット リダイレクションを有
効にするには、ip wccp redirect インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

注意

ip wccp redirect インターフェイス コマンドは、ip wccp redirect exclude in コマンドに影響を及
ぼす可能性があります。インターフェイス上で ip wccp redirect exclude in を設定してから、
ip wccp redirect in コマンドを設定すると、exclude in コマンドは上書きされます。exclude in コ
マンドを設定すると、redirect in コマンドが上書きされます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

WAAS ネットワークでの無差別 TCP デバイスとしての WAE の設定

•

第 3 のインターフェイスまたはサブインターフェイスを使用したルータと WAE の接続

WAAS ネットワークでの無差別 TCP デバイスとしての WAE の設定
指定した WCCP バージョン 2 ルータによって TCP トラフィックが透過的に WAE にリダイレク
トされるように、WAE を無差別 TCP デバイスとして機能させるには、デフォルトでは WAE で
WCCP バージョン 2 サービス 61 および 62 を使用します。ただし、サービス ID は設定可能で
す。WCCP サービスは、WAE CLI では標準名の tcp-promiscuous で、WAAS Central Manager
GUI では TCP Promiscuous という名前で表現されます。（図 5-3 を参照）。
WAAS ネットワーク用の基本的な WCCP 設定を実行する手順については、『Cisco Wide Area
Application Services Quick Configuration Guide』を参照してください。WAAS Central Manager
GUI を使用して WAE の基本的な WCCP 設定を変更する手順については、第 5 章「トラフィッ
ク代行受信の設定」のWAE 上での WCCP の設定を参照してください。
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第 3 のインターフェイスまたはサブインターフェイスを使用したルータと WAE の接続
WCCP バージョン 2 または PBR を使用して透過的に TCP トラフィックを WAE へリダイレクト
する予定の場合は、WAE がトラフィック リダイレクションを行うルータ インターフェイスと
同じセグメントに接続しないことを確認してください。そうでない場合、ルータと WAE の間
で無限ルーティング ループが発生します。これらの無限ルーティング ループは、トラフィッ
クを初めて WAE へリダイレクションしたあとで、代行受信とリダイレクションをバイパスす
るようにルータに通知する方法がないために発生します。ルータは、代行受信した同じトラ
フィックをローカル WAE へ継続的にリダイレクションし、そのために無限ルーティング ルー
プが発生します。

（注）

WCCP GRE 返信および汎用 GRE 出力方式では、WAE をクライアントおよびサーバと同じ
VLAN またはサブネットに配置することができます。これらの出力方式の設定については、第
5 章「トラフィック代行受信の設定」のWCCP 代行受信接続の出力方式の設定を参照してくだ
さい。
たとえば、PBR または WCCP トラフィック リダイレクションを行うブランチ オフィスの LAN
ルータ インターフェイスと同じセグメント（サブネット）に Edge-WAE1 を接続すると、
Edge-Router1 と Edge-WAE1 の間で無限のルーティング ループが発生します。PBR または
WCCP トラフィック リダイレクションを行うデータセンターの LAN ルータ インターフェイス
と同じセグメント（サブネット）に Core-WAE1 を接続すると、Core-Router1 と Core-WAE1 の
間で無限のルーティング ループが発生します。
ルータとローカル WAE の間の無限のルーティング ループを回避するには、ルータの LAN ポー
トから第 3 のインターフェイス（分離された物理インターフェイス）またはサブインターフェ
イス（異なる仮想サブインターフェイス）を介して WAE をルータに接続します。第 3 のイン
ターフェイスまたはサブインターフェイスを使用して PBR または WCCP リダイレクションを
実行するルータに WAE を接続すると、WAE が Cisco IOS 機能が有効になっていない独立した
処理経路を持つことになります。また、この方法では WAE の既存のネットワークへの統合プ
ロセスが簡単になります。WAE は Cisco IOS 機能が有効になっていない第 3 のインターフェイ
スまたはサブインターフェイス経由でルータに接続するため、一般に Cisco IOS 機能が有効に
なっている既存のネットワーク要素（たとえば、Edge-Router1 または Core-Router1）は、これ
らのルータに WAE を接続しても影響を受けません。WAAS と Cisco IOS の相互運用性の詳細に
ついては、WAAS と Cisco IOS の相互運用性を参照してください。
サブインターフェイスを使用して、TCP トラフィックを WAE へリダイレクトするルータに
ローカル WAE を正しく接続する方法の例については、『Cisco Wide Area Application Services
Quick Configuration Guide』を参照してください。

ルータと WAE 上のアクセス リスト
オプションで、ルータに定義されたアクセス リストに基づいて、トラフィックを WAE からリ
ダイレクトするようにルータを設定できます。これらのアクセス リストのことを「リダイレク
ト リスト」と呼びます。透過的にトラフィックを WAE へリダイレクトするように設定する
ルータでアクセス リストを設定する方法については、第 5 章『トラフィック代行受信の設定』
のルータ上の IP アクセス リストの設定を参照してください。
（注）

ルータ上の IP アクセス リストが最も高いプライオリティを持ち、WAE 上で定義された IP ACL
がそれに続き、その後に WAE 上で定義された代行受信 ACL が続きます。
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ここでは、次の内容について説明します。
•

WAE 上の IP ACL

•

WAE 上の代行受信 ACL

WAE 上の IP ACL
集中管理される WAAS ネットワーク環境では、管理者がさまざまなデバイスやサービスへの不
正アクセスを防止できる必要があります。WAAS ソフトウェアは、WAAS デバイス上の特定の
インターフェイスへのアクセス、またはそれら経由のアクセスを制限できる標準および拡張の
IP アクセス コントロール リスト（ACL）をサポートしています。詳細については、第 9 章
「Cisco WAAS デバイス用の IP アクセス コントロール リストの作成および管理」を参照してく
ださい。

（注）

インターフェイスに適用される IP ACL、および WCCP ACL は、WAE 上で定義されたどの代行
受信 ACL および WAAS アプリケーション定義（ある場合）よりも優先されます。

WAE 上の代行受信 ACL
代行受信 ACL を設定することにより、すべてのインターフェイスでどの着信トラフィックが
WAE デバイスにより代行受信されるかを制御できます。ACL により許可されたパケットは、
WAE によって代行受信され、ACL によって拒否されたパケットは処理されずに WAE を通過し
ます。WAE 上で代行受信 ACL を設定することにより、ルータの設定を変更することなく、ト
ラフィックの代行受信を制御できます。
代行受信 ACL は、WCCP とインライン代行受信の両方で使用できます。
WAE 上で定義された代行受信 ACL は、WAE 上で定義されたどの WAAS アプリケーション定義
よりも常に優先されますが、適用されるのはインターフェイス ACL と WCCP ACL の後です。
WAE の代行受信 ACL を設定する方法の詳細については、第 5 章『トラフィック代行受信の設
定』の代行受信アクセス コントロール リストの設定を参照してください。

WAAS ログイン認証および許可
WAAS ネットワークでは、管理的ログイン認証と許可を使用して、設定、モニタリング、また
はトラブルシューティング用に WAAS デバイスにアクセスしたい管理者からのログイン要求を
制御します。
ログイン認証とは、WAAS デバイスが、デバイスにログインしようとしている管理者が有効な
ユーザ名とパスワードを持っているかどうかを確認するプロセスです。ログインしようとする
管理者は、デバイスに登録されたユーザ アカウントを持つ必要があります。ユーザ アカウン
ト情報は、ユーザの管理ログインと設定特権を許可する役割を果たします。ユーザ アカウント
情報は AAA データベースに保存され、AAA データベースが存在する特定の認証サーバにアク
セスするように WAAS デバイスを設定する必要があります。ユーザがデバイスにログインしよ
うとすると、デバイスは、その人物のユーザ名、パスワード、および特権レベルをデータベー
スに保存されたユーザ アカウント情報と比較します。
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WAAS ソフトウェアは、次の認証、許可、アカウンティング（AAA）サポートを、外部アクセス
サーバ（たとえば、RADIUS、TACACS+、または Windows ドメイン サーバ）を持つユーザ、お
よび AAA 機能を持つローカル アクセス データベースが必要なユーザに対して提供します。
•

認証（またはログイン認証）は、ユーザが誰であるかを決定する処理です。ユーザ名とパ
スワードを検査します。

•

認証（または設定）は、ユーザに許可される操作を決定するアクションです。ネットワー
ク内の認証済みユーザに対して権限を許可または拒否します。一般に、認証の後で許可が
実行されます。ユーザがログインするには、認証と許可の両方が必要です。

•

アカウンティングは、システム アカウンティングを目的に管理ユーザの作業を追跡する処
理です。WAAS ソフトウェアでは、TACACS+ による AAA アカウンティングがサポートさ
れています。

詳細については、第 7 章「管理ログインの認証、許可、およびアカウンティングの設定」の
WAAS デバイス用の AAA アカウンティングの設定を参照してください。

WAAS の管理者アカウント
集中管理される WAAS ネットワークでは、WAAS Central Manager にアクセスし、それと独立し
て WAAS Central Manager に登録された WAE にアクセスするための管理者アカウントを作成で
きます。WAAS 管理者には、2 種類のアカウントがあります。

（注）

•

ロールベースのアカウント：ユーザに WAAS Central Manager GUI、WAAS Central Manager
CLI、WAE Device Manager GUI へのアクセスを許可します。WAAS ソフトウェアには、管
理者の役割に割り当てられるデフォルトの WAAS システム ユーザ アカウント（ユーザ名
は admin、パスワードは default）があります。

•

デバイスに基づく CLI アカウント：ユーザは、WAAS デバイスの WAAS CLI にアクセスで
きます。これらのアカウントのことを「ローカル ユーザ アカウント」と呼びます。

管理者は、コンソール ポートまたは WAAS Central Manager GUI を使用して WAAS Central
Manager デバイスにログインできます。管理者は、コンソール ポートまたは WAE Device
Manager GUI を使用して、データセンター WAE またはブランチ オフィス WAE として機能する
WAAS デバイスにログインできます。
WAAS ソフトウェアが動作する WAAS デバイスには、最初にデバイスにアクセスするために使
用できる定義済みの superuser アカウントが付属しています。認証と許可が設定される前にシス
テム管理者が WAAS デバイスにログインするとき、管理者は定義済みの superuser アカウント
を使用して WAAS デバイスにアクセスできます（定義済みのユーザ名は admin、定義済みのパ
スワードは default です）。この定義済みの superuser アカウントを使用して WAAS デバイスにロ
グインするとき、WAAS システム内のすべての WAAS サービスとエンティティへのアクセスが
許可されます。
WAAS デバイスを初期設定した後で、各 WAAS デバイスで定義済みの superuser アカウント用
のパスワードをただちに変更することを強く推奨します（定義済みのユーザ名は admin、パス
ワードは default、特権レベルは superuser、特権レベル 15 です）。WAAS Central Manager GUI を
使用してパスワードを変更する手順については、第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよびグ
ループの作成と管理」の自身のアカウントのパスワードの変更を参照してください。
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WAE の論理グループの作成
WAAS Central Manager に登録されている WAE の設定と保守を能率化するために、論理グルー
プを作成し、1 台または複数の WAE をグループに割り当てることができます。グループは、複
数の WAE を設定する時間を節減するだけでなく、設定が WAAS ネットワーク全体に一貫して
適用されることを保証します。たとえば、グループ内のすべての WAE に必要な標準の
Windows 認証設定を定義する WinAuth グループをセットアップすることができます。一旦
WinAuth 設定を定義すると、各 WAE で同じ設定を個別に定義する代わりに、WinAuth グルー
プ内のすべての WAE に集中的にそれらの値を適用ができます。
WAAS Central Manager GUI を使用すると、容易に共通の品質と機能を共有できる WAE の集合
であるデバイスのグループにブランチ オフィスの WAE とデータセンターの WAE を簡単に編成
できます。認証設定に基づいてグループをセットアップすることが、デバイス グループの例で
す。
デバイス グループを作成するときは、その WAE のグループをネットワーク内の他のグループ
から区別する固有の特性を識別する必要があります。たとえば、大規模な WAAS 構成では、
WAAS ネットワーク内の別の WAE 集合と異なる 1 組の WAE を認証設定で構成する必要がある
場合があります。このようなシナリオでは、それぞれが異なる認証設定を含む 2 つのデバイス
グループを作成し、最も適切なグループに WAE を割り当てる必要があります。
異なる時間帯に存在する WAE がある場合は、あるグループ内の WAE が別のグループ内の
WAE の時間帯設定と異なる設定を持つように、地域に基づいてデバイス グループを作成する
こともできます。
すべての WAE を同じ設定で構成できる小規模の WAAS 構成では、ただ 1 つの一般的なデバイ
ス グループを作成するだけで済みます。この方法により、グループ用の設定を構成し、すべて
の WAE にそれらの設定を適用することができます。
（注）

AllWAASGroup と AllWAASExpressGroup はデフォルトのデバイス グループで、自動的にすべ
ての WAAS および WAAS Express デバイスが含まれます。これらのグループまたは他の任意の
デバイス グループでは、グループ内のすべてのデバイス全体で一貫させたい設定だけを設定す
る必要があります。単一のデバイスに適用する設定は、デバイス グループでなく、そのデバイ
スだけで構成する必要があります。
デフォルトで、WAAS Central Manager を使用すると、複数のデバイス グループにデバイスを割
り当てることができます。デバイス グループを作成する前に、必ず、グループに入れる固有の
プロパティを理解してください。
WAAS Central Manager を使用すると、WAAS デバイスに関連付けることができる位置を作成で
きます。最初にデバイスをアクティブにするとき、デバイスを位置に割り当てます。WAAS デ
バイスを位置に割り当てる主な目的は、WAAS デバイスをそれが存在する場所で識別できるよ
うにすることです。デバイスはそれが属する位置から設定を継承しないため、位置はデバイス
グループとは異なります。
『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』の説明に従って、デバイスをアク
ティブにするときにデバイスを位置に割り当てます。WAE の論理グループを作成する方法の詳
細については、第 3 章「デバイス グループとデバイス位置の使用」を参照してください。
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データ移行プロセス
既存のネットワークが存在する場合は、WAAS ネットワークをセットアップする前にいくつか
の作業を実行する必要があります。データ移行プロセスの最初の手順では、ブランチ オフィス
のデータをバックアップし、データセンターに復元します。
データをデータセンターにバックアップしたら、最も高速のアクセスを提供したいファイルに
キャッシュをプリロードする必要があります（これを事前配置と呼びます）。ブランチ オフィ
スのファイル サーバから WAE に、やはり同じブランチ オフィスに存在するファイルをセット
アップします。次に、ブランチ オフィスからファイル サーバを撤去し、データセンターの
ファイル サーバを指し示すことができます。
データ移行プロセスの最後の手順では、SMB ポリシーを設定します。
データ移行プロセスを実行するときは、次の制限に注意してください。
•

データセンターでのファイル サーバのトポロジは、ブランチ オフィスのファイル サーバ
に存在するトポロジと同じでなければなりません。

•

リソース クレデンシャル（ACL など）は、自動的に移行されません。2 つのオプションか
ら選択できます。
– バックアップ ソフトウェアや復元ソフトウェアを使用して、ツリーの初期バックアッ

プを対象サーバに復元できます。この方法により、ACL だけでなく、Rsync が差分計
算の入力として取ることができる初期ファイル セットを作成できます。複製は、その
ツリー内の既存の ACL を継承します。
– あるいは、
（データとアクセス権を含む）初回の Robocopy を実行し、Rsync を使用して

同期反復を続行します。
複製のあとで、Microsoft 社のツールを使用して、複製したツリーに（データを含まず）
ACL だけをコピーします。Robocopy.exe を使用してディレクトリ ツリーまたはファイル
ACL をコピーし、Permcopy.exe を使用して共有アクセス権をコピーすることができます。
•

移行のサイズは、ブランチ オフィスの WAE のキャッシュ サイズ未満でなければなりません。
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デバイス グループとデバイス位置の使用
この章では、Wide Area Application Service（WAAS）ソフトウェアがサポートするデバイス グ
ループの種類と、複数のデバイスをより簡単に同時に管理し、構成できるようにグループを作
成する方法について説明します。また、デバイス位置を使用する方法についても説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と Wide Area Application Engine
（WAE）を総称する用語として「WAAS デバイス」を使用します。WAE という用語は WAE お
よび WAVE アプライアンス、WAE ネットワーク モジュール（NME-WAE ファミリのデバイ
ス）、および WAAS を実行する SM-SRE モジュールを指します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

デバイス グループについて

•

デバイス グループの使用

•

デバイス位置の操作

デバイス グループについて
デバイス グループを作成するときは、そのデバイスのグループをネットワーク内の他のグルー
プから区別する固有の特性を識別する必要があります。たとえば、大規模な WAAS 構成では、
WAAS ネットワーク内の別のデバイス集合と異なる 1 組のデバイスを認証設定で構成する必要
がある場合があります。この場合、それぞれが異なる認証設定を含む 2 つのデバイス グループ
を作成し、最も適切なグループにデバイスを割り当てます。
異なる時間帯に存在するデバイスがある場合は、あるグループ内のデバイスが別のグループ内
のデバイスの時間帯設定と異なる設定を持つように、地域に基づいてデバイス グループを作成
することもできます。
すべてのデバイスを同じ設定で構成できる小規模の WAAS 構成では、ただ 1 つの一般的なデバ
イス グループを作成するだけで済みます。この設定により、グループ用の設定を構成し、すべ
ての WAAS デバイスにそれらの設定を適用することができます。
グループは、複数のデバイスを設定する時間を節減するだけでなく、設定が WAAS ネットワー
ク全体に一貫して適用されることを保証します。
WAAS デバイス グループと WAAS Express デバイス グループの 2 種類のデバイス グループがあり
ます。これらのグループについては、新しいデバイス グループの作成に詳しい説明があります。
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WAAS Central Manager で WAAS デバイスを登録すると、そのデバイスは、WAAS デバイスに
対するシステムのデフォルト デバイス グループである AllWAASGroup に自動的に参加します。
追加のデバイス グループを作成する場合は、デバイスを複数のグループ（デフォルトの
AllWAASGroup と作成した新しいデバイス グループ）に属するようにするかどうかを決定する
必要があります。作成するデバイス グループにデバイスを所属させる場合は、デフォルトの
AllWAASGroup からデバイスを削除します。Central Manager で登録されている場合、WAAS
Express デバイスは自動的にデフォルトの AllWAASExpressGroup デバイス グループに追加され
ます。
WAAS デバイスと WAAS Express デバイスは、同じデバイス グループ内に混在させることはで
きません。グループの作成時にデバイス グループ タイプを選択し、後で変更することはでき
ません。WAAS Express タイプのデバイス グループを作成するときに既存の WAAS または
WAAS Express グループからポリシーをコピーできますが、作成後にポリシーをコピーするこ
とはできません。

デバイス グループの使用
ここでは、次の内容について説明します。
•

デバイス グループの作成

•

デバイス グループの削除

•

デバイス グループ割り当ての表示

•

デバイス グループ リストの表示

•

デバイス グループ オーバーラップの有効化と無効化

•

グループ設定の変更

•

複数のデバイス グループにデバイスを割り当てる影響について

•

デバイス グループ間でのデバイスの移動

デバイス グループの作成
ここでは、次の内容について説明します。
•

新しいデバイス グループの作成

•

デバイス グループの設定の構成

•

設定デバイス グループへのデバイスの割り当て

表 3-1 で、新しいデバイス グループを作成するプロセスについて説明します。
表 3-1

デバイス グループを作成するためのチェックリスト

タスク
1. 新しいデバイス グループ
を作成する。

追加情報と手順
グループ名、グループのタイプ、新しくアクティブになった
すべてのデバイスをこのグループに割り当てるかどうかな
ど、新しいグループの一般的な情報を定義します。
詳細については、新しいデバイス グループの作成を参照し
てください。
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表 3-1

デバイス グループを作成するためのチェックリスト （続き）

タスク
2. 新しいデバイス グループ
の設定を構成する。

3.

デバイス グループにデバ
イスを割り当てる。

追加情報と手順
このデバイス グループに固有の設定を指定します。このグ
ループに属するすべてのデバイスが、自動的にこれらの設定
を継承します。
詳細については、デバイス グループの設定の構成を参照し
てください。
デバイスがグループ設定を継承できるように、グループにデ
バイスを割り当てます。
詳細については、設定デバイス グループへのデバイスの割
り当てを参照してください。

新しいデバイス グループの作成
デバイス グループを作成する前に、必ず、グループに入れる固有のプロパティを理解してくだ
さい。たとえば、異なる認証設定や異なる時間帯設定を持つ 2 つのデバイス グループをセット
アップできます。
デバイス グループを作成するには、次のステップを実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Device Groups] > [All Device Groups] を選択します。
[Device Groups] ウィンドウが表示されます。
このウィンドウから、次の作業を実行できます。
•

変更するデバイス グループの横にある [Edit] アイコンをクリックします。

•

次の手順の説明に従って、新しいデバイス グループを作成します。

ステップ 2

タスクバーの [Create New Device Group] アイコンをクリックします。[Creating New Device
Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Name] フィールドに、デバイス グループの名前を入力します。
名前は、システムで他のデバイス グループからこのデバイス グループを区別できる固有の名
前でなければなりません。名前には、英字、数字、ピリオド、ハイフン、アンダースコア、お
よびスペース以外の文字は使用できません。

ステップ 4

[Configuration Group Type] に WAAS または WAAS Express を選択します。これによって、グ
ループに含めることができるデバイスのタイプが設定されます。WAAS Express グループに含
めることができるのは WAAS Express デバイスだけです。WAAS グループには、WAAS Express
デバイスを除くすべてのタイプのデバイスを含めることができます。

ステップ 5

[Automatically assign all newly activated devices to this group] チェックボックスを選択して、新し
くアクティブにしたすべてのデバイス用のデフォルトのデバイス グループとして、このデバイ
ス グループを設定します。

ステップ 6

WAAS Express グループ タイプを選択する場合、デバイス グループのドロップ ダウン リスト
（WAAS Express グループの作成時だけに表示される）から [Copy Policies] のグループを選択し
て、別の既存のグループからポリシーをコピーできます。WAAS グループからポリシーをコ
ピーした場合は、基本の最適化ポリシーだけがコピーされ、アプリケーション アクセラレー
ション ポリシーはコピーされません。

ステップ 7 （任意）[Comments] フィールドにグループについてのコメントを入力します。入力したコメン

トは [Device Group] ウィンドウに表示されます。
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ステップ 8

[Submit] をクリックします。
ページが、追加オプションで更新されます。

（注）

[Pages configured for this device group] 矢印は、WAAS Central Manager GUI でこのデバイ
ス グループ用に設定された設定ウィンドウを表示します。これは新しいデバイス グ
ループであるため、このリストにはページが表示されません。

ステップ 9 （任意）次の手順を完了して、このデバイス グループのメニュー オプションをカスタマイズしま

す。この機能を使用して、そのデバイス グループでは不要な設定ウィンドウの表示を消します。
a.

[Select pages to hide from table of contents for this device group] 矢印をクリックします。
WAAS Central Manager GUI に、ウィンドウのリストが表示されます。

b.

このデバイス グループでは非表示にするウィンドウを選択します。ウィンドウの横にある
フォルダ アイコンをクリックすると、そのチャイルド ウィンドウを表示できます。

c.

[Submit] をクリックします。

ステップ 10 デバイス グループの設定の構成の説明に従って、このデバイス グループ用の設定を構成します。

デバイス グループの設定の構成
デバイス グループの作成後、このグループに固有にする設定を構成する必要があります。
特定のタイプのすべての WAAS デバイスを含む一般的なデバイス グループがある場合は、そ
のタイプのすべてのデバイスに一貫する設定だけを構成してください。単一のデバイスに適用
する設定は、デバイス グループでなく、そのデバイスだけで構成する必要があります。
デバイス グループ用の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、[Device Groups] > [device-group-name] を選択します。
[Modifying Device Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Pages configured for this device group] 矢印ボタンをクリックして、すでにグループ用に設定さ
れている設定ウィンドウを表示します。
そのデバイス グループ用に設定されたページのリストが表示されます。これが新しいデバイス
グループである場合、またはこのデバイス グループ用にページが設定されていない場合、リス
トには何も表示されません。

ステップ 3

次の手順を完了して、このデバイス グループのメニュー オプションをカスタマイズします。
a.

[Select pages to hide from table of contents of this device group] 矢印をクリックします。
WAAS Central Manager GUI に、ウィンドウのリストが表示されます。

b.

ステップ 4

このデバイス グループでは非表示にするウィンドウの横にあるチェックボックスを選択し
ます。この機能を使用して、特定のデバイス グループ用に不要な設定ウィンドウを非表示
にします。

このデバイス グループ用に変更を加える各設定オプションを選択するには、メニュー バーを
使用します。
このデバイス グループ用に設定オプションが設定されていない場合は、ウィンドウの一番上に
「現在、このグループの設定がありません（There are currently no settings for this group）」メッ
セージが表示されます。
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ステップ 5

設定オプションのウィンドウで必要な変更を行い、完了したら [Submit] をクリックします。
特定の設定を構成すると、[Modifying Device Group] ウィンドウの [Pages configured for this
device group] の下に、変更した設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 6

設定デバイス グループへのデバイスの割り当ての説明に従って、この新しいグループにデバイ
スを割り当てます。

設定デバイス グループへのデバイスの割り当て
設定デバイス グループを作成したら、グループにデバイスを割り当てる必要があります。
WAAS Central Manager GUI は、設定グループにデバイスを割り当てる 2 つの方法を提供しま
す。最初にデバイスを選択してからグループにデバイスを割り当てる、または最初にデバイス
グループを選択してからグループにデバイスを割り当てることができます。
この項の手順では、デバイスをグループに割り当てる方法について説明します。グループをデ
バイスに割り当てるには、[Devices] > [device-name] の順に選択し、device-name メニューから
[Assign Device Groups] を選択します。次のステップ 4 と 5 の説明と同じ方法を使用して、デバ
イスにグループを割り当てることができます。
WAAS Central Manager は、デバイス グループに割り当てることができません。WAAS Central
Manager は、他のデバイスとは別に設定する必要があります。
WAAS Express デバイスを WAAS グループに割り当てることはできません。WAAS デバイスを
WAAS Express グループに割り当てることもできません。デバイスをグループに割り当てると、
デバイス リストに無効なデバイスは表示されなくなります。

（注）

デフォルトで、すべてのデバイスはアクティブになったとき、自動的に AllWAASGroup または
AllWAASExpressGroup に参加します。デバイスが 2 つのデバイス グループに参加しないように
する場合は、デバイスをカスタム デバイス グループに割り当てる前に、All...Group からデバイ
スを割り当て解除する必要があります。
複数のバージョンの WAAS ソフトウェアをインストールしているデバイスをデバイス グルー
プに割り当てる場合は注意が必要です。デバイス グループ用に設定されている一部の機能がグ
ループ内のすべてのデバイスではサポートされていない場合や、デバイスが参加するグループ
が、そのデバイスでサポートされないポリシーで設定されている場合があります。このような
場合は、すべてのデバイスを同じソフトウェア バージョンにアップグレードするか、互換性の
ないバージョンのデバイスに対して異なるデバイス グループを作成することを推奨します。
デバイス グループにデバイスを割り当てるには、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、[Device Groups] > [device-group-name] を選択します。
[Modifying Device Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[device-group-name] > [Assign Devices] を選択します。
さまざまな位置に割り当てられたデバイスを表示する [WAE/WAAS Express Assignments] ウィン
ドウが表示されます。WAAS グループを編集する場合は、WAAS デバイスだけが表示されま
す。WAAS Express グループを編集する場合は、WAAS Express デバイスだけが表示されます。
割り当てウィンドウでは、リスト内の項目のビューをフィルタできます。フィルタにより、設
定した基準に一致するリスト内の項目を見つけることができます。
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ステップ 3

ステップ 4

次のいずれかを実行して、デバイスをデバイス グループに割り当てます。
•

タスクバーの

をクリックして、使用できるすべてのデバイスをグループに割り当てます。

•

グループに割り当てる各デバイスの横にある
は
に変化します。

をクリックします。選択すると、アイコン

[Submit] をクリックします。
割り当てたデバイスの横に、緑色のチェック マークが表示されます。

ステップ 5

デバイス グループから削除するデバイスの名前の横にある [Unassign] アイコン（緑色のチェッ
ク マーク）をクリックします。あるいは、タスクバーの [Remove all] アイコンをクリックし
て、選択したデバイス グループからすべてデバイスを削除することもできます。[Submit] をク
リックします。

デバイス グループの削除
デバイス グループを削除するには、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、[Device Groups] > [device-group-name] を選択します。
[Modifying Device Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

タスクバーで、[Delete Device Group] アイコンをクリックします。デバイス グループを削除す
るかどうかを確認するプロンプトが表示されます。

ステップ 3

操作を確認するには、[OK] をクリックします。

デバイス グループ割り当ての表示
WAAS Central Manager GUI を使用すると、デバイスが属するグループと特定のグループに属す
るデバイスを表示できます。この項では、この両方の手順について説明します。
デバイスが属するグループを表示するには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。
[Device Dashboard] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Device Dashboard] ウィンドウの [Assignments] フィールドで、デバイスが割り当てられている
グループを表示するリンクをクリックします。
WAAS ネットワーク内のデバイス タイプ（WAAS または WAAS Express）が一致するすべての
デバイス グループを表示する [Device Group Assignments] ページが表示されます。緑色の
チェック マークが付いているデバイスは、このグループに割り当てられています。
メニュー バーの [Assign Device Groups] オプションを選択しても、[Device Group Assignments]
ウィンドウに移動できます。
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特定のグループに割り当てられたデバイスを表示するには、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、[Device Groups] > [device-group-name] を選択します。
[Modifying Device Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[device-group-name] > [Assign Devices] を選択します。
WAAS ネットワーク上のすべての WAAS または WAAS Express デバイスを表示する
[WAE/WAAS Express Assignments] ウィンドウが表示されます。緑色のチェック マークが付いて
いるデバイスは、このグループに割り当てられています。

デバイス グループ リストの表示
[Device Groups] ウィンドウは、WAAS ネットワークで作成されたすべてのデバイス グループを
表示します。このリストを表示するには、WAAS Central Manager メニュー バーの [Device
Groups] > [All Device Groups] を選択します。
このウィンドウは、各デバイス グループに関する次の情報を表示します。
•

デバイス グループのタイプ（WAAS Configuration Group または WAAS Express Configuration
Group）。

•

デバイス グループの作成時に入力された任意のコメント。

このウィンドウから、次の作業を実行できます。
•

新しいデバイス グループを作成する。詳細については、新しいデバイス グループの作成を
参照してください。

•

編集するグループの横にある [Edit] アイコンをクリックして、デバイス グループの設定を
変更する。

デバイス グループ オーバーラップの有効化と無効化
デフォルトで、複数のデバイス グループにデバイスを割り当てることができます。デバイスが
ただ 1 つのデバイス グループに属して複数のグループから設定を継承しないように、この機能
性を無効にすることができます。
デバイス グループの重複を有効または無効にするには、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、[Configure] > [Global] > [System Properties] を選択します。
[Config Properties] ウィンドウが表示されます

ステップ 2

プロパティ名 DeviceGroup.overlap の横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying Config Property, DeviceGroup.overlap] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Value] ドロップダウン リストから、[true] または [false] を選択します（デフォルトは [true] です）
。
デバイス グループの重複を無効にすると（false に設定）、既存の重複しているデバイス グルー
プが保持され、引き続き重複が有効であるかのように処理されますが、新しく追加したグルー
プを重複させることはできません。また、新しいデバイスを既存の重複しているグループに追
加することはできません。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
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グループ設定の変更
WAAS Central Manager GUI は、デバイスの現在のグループ設定を変更するために、次の方法を
提供しています。
•

グループ内のすべてのデバイスへのデバイス グループ設定の強制

•

デバイス グループ優先の選択

•

デバイス上のデバイス グループ設定の変更

グループ内のすべてのデバイスへのデバイス グループ設定の強制
グループ内のすべてのデバイスにデバイス グループ設定を強制するには、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、[Device Groups] > [device-group-name] を選択します。
[Modifying Device Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

タスクバーの [Force Group Settings] アイコンをクリックします。
WAAS Central Manager GUI に、次のメッセージが表示されます。
The action will apply all settings configured for this device group to all the WAEs/WAAS
Express assigned to it.Do you wish to continue?

ステップ 3

デバイス グループ内のすべてのデバイスにグループ設定を強制するには、[OK] をクリックし
ます。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

デバイス グループ優先の選択
設定が矛盾する複数のデバイス グループに属する場合、デバイスは、最後に変更されたデバイ
ス グループから自動的に設定を継承します。デバイスが複数のデバイス グループに属すると
きにどのように設定を継承するかの詳細な説明については、複数のデバイス グループにデバイ
スを割り当てる影響についてを参照してください。
設定が矛盾する場合は、デバイスの設定をページ単位で編集し、優先させるデバイス グループ
の設定を選択できます。
デバイス グループ優先を選択するには、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。
[Device Dashboard] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

メニュー バーから、矛盾する設定を含む設定オプションを選択します。
ウィンドウの一番上にあるタスクバーに、ドロップダウン リストが表示されます。このドロッ
プダウン リストを使用すると、この設定ウィンドウが設定を継承するデバイス グループを選
択できます。現在選択されているデバイス グループが、優先されるデバイス グループです。

ステップ 3

ドロップダウン リストから、この設定ページが設定を継承するデバイス グループを選択し、
[Submit] をクリックします。
設定ウィンドウは、選択したデバイス グループに関連する設定を反映するように変化します。
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デバイス上のデバイス グループ設定の変更
WAAS Central Manager GUI を使用すると、デバイス グループ設定を変更し、そのデバイスに固
有の新しい設定を指定できます。
デバイス上のデバイス グループ設定を変更するには、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。
[Device Dashboard] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

メニュー バーから、変更するデバイス グループ設定を含む設定オプションを選択します。

ステップ 3

タスクバーの [Override Group Settings] アイコンをクリックします。
設定ウィンドウの設定が有効になります。

（注）

ステップ 4

[Override Group Settings] アイコンは、関連するデバイス グループで変更された設定ウィ
ンドウだけに表示されます。

設定ウィンドウで必要な変更を行い、[Submit] をクリックします。
これで、デバイスは、自身が属するデバイス グループとは異なる値で設定されます。

（注）

ステップ 5

[Force Settings on all Devices in Group] アイコンが、上書きされた設定ウィンドウのデバ
イス グループに表示されます。このアイコンをクリックしてデバイス グループ設定を
デバイス グループのすべてのデバイスに適用できます。

この設定ウィンドウにデバイス グループ設定を再適用するには、タスクバーのドロップダウン
リストからデバイス グループを選択し、[Submit] をクリックします。

複数のデバイス グループにデバイスを割り当てる影響について
デバイスが複数のデバイス グループに属し、グループが正確に同じ設定になっていない場合、
設定が矛盾する可能性があります。この場合、デバイスは、最後に変更されたデバイス グルー
プから設定を継承します。ただし、どのように変更が実装されたかによっては、デバイスが複
数のデバイス グループからの設定を保持できる場合があります。
次のシナリオで、デバイスが複数のデバイス グループからの設定を保持する方法について説明
します。
処理 1：デバイス A をデバイス グループ 1（DG1）に割り当てる。
結果：デバイス A は、DG1 のすべての設定を自動的に継承します。
処理 2：デバイス A をデバイス グループ 2（DG2）に割り当てる。これで、デバイス A は、2
つのデバイス グループ（DG1 と DG2）に属することになります。
結果：デバイス A は DG2 からすべての設定を継承しますが、DG1 にも属しています。
処理 3：DG1 の標準時間帯をアメリカのニューヨークに変更する。
結果：デバイス A の時間帯がアメリカのニューヨークに変化しますが、デバイスは DG2 から
の他のすべての設定を維持します。
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このシナリオでは、デバイス A の設定は、DG1 と DG2 の組み合わせです。デバイスがどのデ
バイス グループ設定を継承するかを指定する場合は、グループ設定の変更に説明されている変
更機能を使用できます。

デバイス グループ間でのデバイスの移動
異なる最適化ポリシーを持つ 2 つのデバイス グループ間で WAAS デバイスを移動するには、デ
バイスを異なるデバイス グループに再割り当てしてから、デバイス グループ設定をデバイス
に強制する必要があります。
デバイス グループ間でデバイスを移動するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

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

ステップ 2

[DeviceGroup] > [Assign Devices] を選択します。

ステップ 3

再割り当てするデバイスの横の緑色のチェック アイコンをクリックします。アイコンが、左向
きの赤色の矢印に変わります。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

ステップ 5

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

ステップ 6

再割り当てするデバイスの横の青色の X アイコンをクリックします。アイコンが、右向きの緑
色の矢印に変わります。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。

ステップ 8

[Configure] > [Acceleration] > [Optimization Policies] を選択します。

ステップ 9

[Force Settings on all Devices in Group] のタスクバー アイコンをクリックします。

デバイス位置の操作
WAAS Central Manager を使用すると、WAAS デバイスに関連付けることができる位置を作成で
きます。最初にデバイスをアクティブにするとき、デバイスを位置に割り当てます。デバイス
を位置に割り当てる主な目的は、WAAS デバイスをそれが存在する場所で識別できるようにす
ることです。デバイスはそれが属する位置から設定を継承しないため、位置はデバイス グルー
プとは異なります。
特定の場所のすべてのデバイスからのデータを集計したレポートを表示できます。詳細につい
ては、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」の位置
レベルのレポートを参照してください。
第 10 章「その他のシステム設定の構成」のデバイス プロパティの変更の説明に従って、デバ
イスをアクティブにするときにデバイスに位置を割り当てます。
次の作業を実行すると、位置を操作できます。
•

位置の作成

•

位置の削除

•

位置ツリーの表示
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位置の作成
新しい位置を作成する、または既存の位置を変更するには、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、[Locations] > [All Locations] を選択します。[Locations]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

タスクバーで、[Create New Location] アイコンをクリックします。
[Creating New Location] ウィンドウが表示されます

ステップ 3

[Name] フィールドに、位置の名前を入力します。
名前には、文字、数字、ピリオド、ハイフン、アンダースコア、およびスペースを使用できます。

ステップ 4

[Parent Location] ドロップダウン リストから、親の位置（または [None]）を選択します。
親のない位置は、レベル 1 位置です。レベル 1 の親を持つ位置は、レベル 2 位置になり、以下
同様です。親の位置（または [None]）を選択し、[Submit] をクリックして設定を保存すると、
位置のレベルが表示されます。

ステップ 5 （任意）[Comments] フィールドに、位置に関するコメントを入力します。
ステップ 6

[Submit] をクリックします。

ステップ 7

位置を変更するには、[Locations] ウィンドウへ進み、変更する位置の名前の横にある [Edit] ア
イコンをクリックします。

ステップ 8

この位置にデバイスを割り当てます。詳細については、第 10 章「その他のシステム設定の構
成」のデバイス プロパティの変更を参照してください。

位置の削除
必要に応じて、アクティブにした WAAS デバイスのルート位置以外の位置を削除できます。
（注）

位置にデバイスが割り当てられている場合は、デバイスを別の位置に割り当ててから元の位置
を削除することができます。
位置を削除するには、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、[Locations] > [location-name] を選択します。
[Modifying Location] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

タスクバーで、[Delete Location] アイコンをクリックします。位置を削除するかどうかを確認
するプロンプトが表示されます。

ステップ 3

削除することを決定するには、[OK] をクリックします。位置が削除されます。
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位置ツリーの表示
位置ツリーは、各位置に親を割り当てたときに設定したネットワーク トポロジを表します。
WAAS Central Manager GUI は、WAAS ネットワークに設定されている位置の関係をグラフィッ
ク表現で表示します。
位置ツリーを表示するには、[Locations] > [All Locations] を選択します。タスクバーで、
[Location Trees] ボタンをクリックします。位置ツリーに拡張可能なリストが表示されます。各
ツリー ノードについて、対応するアイコンに位置やデバイス名が表示されます。
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4

AppNav の設定
この章では、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、Cisco AppNav を設定する方法について説明します。
この章では、次の事項について説明します。
•

Cisco AppNav の概要

•

AppNav 導入の前提条件

•

AppNav 導入に関するガイドラインおよび制限事項

•

AppNav クラスタの設定

•

AppNav クラスタ のモニタリング

Cisco AppNav の概要
Cisco 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。Cisco WAAS ノード（WN）を使用し、サイトやアプリケーション、またはそれら両
方に基づいてトラフィックを最適化できます。
AppNav ソリューションは、ノード間でトラフィックを分散させるため、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。
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

システム コンポーネント

•

AppNav コントローラ導入モデル

•

AppNav コントローラ インターフェイス モジュール

•

AppNavポリシー
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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。
– 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）：非対称フローと高可用
性を処理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 WAAS アプライアンス ベースの最大 8
つの ANC、または AppNav-XE ベースの 4 つの ANC 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 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。（CLI やルータでは、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
を使用しているときは、1 つの AppNav コンテキストだけがあります。ただし AppNav-XE
ANC を使用している場合は、ルータで定義されているさまざまな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た AppNav コンテキストを最大 32 まで定義でき
ます。
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図 4-1

AppNav ソリューション 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 WAAS ノードに最適
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、WAAS ノード 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 WAAS ノード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。
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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ることを示して
います。
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 に示された 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。

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。
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•

配信：トラフィックを WN に分散し、WN から出力トラフィックを受信するために使用さ
れます。配信インターフェイスは、クラスタ内トラフィックに対しクラスタ インターフェ
イスとして明示的に設定され、IP アドレスが割り当てられる必要があります。

•

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）

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

•

ポリシー

•

ネストされたポリシー

•

サイトおよびアプリケーション アフィニティ

•

デフォルト ポリシー動作

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。
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。
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•

送信元 IP または宛先 IP 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 または宛先 IP 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、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）
。
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（任意です。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。

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

4-6

第4章

AppNav の設定
Cisco AppNav の概要

（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。

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。
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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 つの WN で構成されています。class-default クラスはこの WNG に適用され、他
のクラス マップに一致しないすべてのフローがそれに送信されます。

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
Site A

Site B

Site C

Site D

Site E

Site F

WAN

AppNav Cluster

WNG-1

ANC-2

WNG-2

WNG-3

WNG-4

WN-1

WN-3

WN-5

WN-7

WN-2

WN-4

WN-6

WN-8

Site A
Site B

HTTP
SSL

WN-9

Sites C, D, E, F
All other apps

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

•

アプリケーション アフィニティ
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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の際には、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
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Cisco AppNav の概要

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。

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。
•

Citrix：宛先ポート 1494 および 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 トラフィックと一致クラス マップは
編集も削除もできません。

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、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
セラレータをモニタします。そのため、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。

クラスタを作成するために Central Manager AppNav クラスタ ウィザードを使用しない場合は、
デフォルトのフロー分散はありません。したがって、着信フローが AppNav ポリシーのクラス
に一致しない場合は、WNG には分散されず、パス スルーされます。
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。
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AppNav 導入の前提条件
AppNav 導入には、次の前提条件があります。

（注）

•

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。

•

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 デバイ
スの登録に関する詳細は、10 章「その他のシステム設定の構成」のCisco IOS ルータ デバ
イスの管理 を参照してください。

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、www.cisco.com で対応
するルータのマニュアルを参照してください。

AppNav 導入に関するガイドラインおよび制限事項
AppNav 導入に関する設定時の注意事項および制約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
– AppNav-XE クラスタを設定する場合は、32 個の WN、または 64 個の WN。
– 32 個の WNG
– WAAS アプライアンスを使用している場合は 1 つのサービス コンテキスト、

AppNav-XE デバイスを使用している場合は 32 つのサービス 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 つの 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- XE クラスタでは、すべての
AppNav-XE デバイスは同じハードウェア モデルでなくてはなりません。

•

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。
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•

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

•

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。

•

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してください
（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 による AppNav-XE 設定の管理からルータ CLI による管理に切り替える場合
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してください。

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。
•

AppNav クラスタ設定のタスク フロー

•

WAAS デバイス インターフェイスの設定

•

AppNav Cluster ウィザードを使用した新しい AppNav クラスタの作成

•

AppNav ポリシーの設定

•

AppNav コントローラ ACL の設定

•

AppNav クラスタ構成の設定

•

AppNav コントローラ 構成の設定

•

WAAS ノードの設定

•

WAAS ノード グループ構成の設定

•

AppNav クラスタWAAS ノード構成の設定

•

AppNav クラスタ からのデバイスの追加および削除
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AppNav クラスタ設定のタスク 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. AppNav Cluster ウィザードを使用した新しい AppNav クラスタ
の作成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。
WAAS アプライアンス AppNav クラスタ上でのクラスマップの設定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。AppNav コントローラ

ACL の設定 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します。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

•

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

•

インターフェイスの設定に関する考慮事項

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、5 章
「トラフィック代行受信の設定」の ANC 上でのインライン動作の設定を参照してください。
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。

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

4-13

第4章

AppNav の設定

AppNav クラスタの設定

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。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。
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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

トマスクを設定します。DHCP を使用しません。
– 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。
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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。

•

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、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 など、モジュール
上の最後のポートです。
– 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、たとえば、ブ

リッジ 1 の GigabitEthernet 1/0（LAN）と GigabitEthernet 1/1（WAN）など、モジュー
ル上の最初のポートのペアです。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、デフォルトの 2 番目の代行受信ブリッジは、たとえば、ブ
リッジ 2 の GigabitEthernet 1/2（LAN）と GigabitEthernet 1/3（WAN）など、モジュール
上の 2 番目のポートのペアです。
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。

•

次の事前設定された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。

Single AppNav コントローラ 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 コントローラ 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。
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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

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。

•

クラスタ インターフェイス：スタンバイ グループ 1

Single AppNav コントローラ 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 コントローラ 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

AppNav Cluster 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

•

AppNav-XE クラスタ作成のための前提条件

WAAS アプライアンス AppNav クラスタ の作成
前提条件
•

WAAS デバイス インターフェイスの設定の説明に従って、個々の ANC デバイスおよび
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 モードを変更する場合は、2 章「WAAS ネットワークの計画」の デバイス
モードの変更 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
AppNav Cluster 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に従っ
てください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから [AppNav クラスタs] > [All AppNav クラスタ] を選択します。
[Manage AppNav Clusters] 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。
[AppNav 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。
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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 コントローラ WCCP interception

•

Dual AppNav コントローラ WCCP interception

•

Single AppNav コントローラ Inline interception

•

Dual AppNav コントローラ 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 （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。
ステップ 6

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。

ステップ 7

[Next] をクリックします。

ステップ 8

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。

ステップ 9

[Next] をクリックします。

ステップ 10 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。

（注）

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。

ステップ 11 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。
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ステップ 12 （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、5 章「トラフィック代行受信の設定」の WAE 上での WCCP の
設定 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してください。

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。リダイレクト方法の詳細については、5 章「トラフィック代行受信の
設定」の ANC 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示 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、5 章「トラフィック代行受信の設定」のANC 上での WCCP
の設定および WCCP 設定の表示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。

ステップ 13 [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 14 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。カスタム クラスタ

を定義している場合は、クラスタ内の各デバイスに対して 1 つの画面に、Cluster Interface
Wizard だけが表示されます。
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。

ステップ 15 [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 16 [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、Cluster Interface 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 ノードの追加の説明に従って、追
加の WNG を作成できます。WAAS ノードの設定 の説明に従って、WN を異なる WNG に再割
り当てできます。
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AppNav クラスタを作成すると、[Manage AppNav クラスタs] 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 のモニタリングを参照してください。

AppNav-XE クラスタ作成のための前提条件
•

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。www.cisco.com のルータのマ
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。

•

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 デバイスの登録に関する詳細は、10 章「その他のシ
ステム設定の構成」のCisco IOS ルータ デバイスの管理 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 クラスタs] > [All AppNav クラスタs] を選択します。
[Manage AppNav Clusters] 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

ステップ 4

[Next] をクリックします。

ステップ 5

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。文字、数字、ハイフン、アン
ダースコアのみを使用してください。頭は文字で始まり、最大 32 文字まで入力できます。

• （任意）[Description] フィールドに、クラスタの説明を入力します。英字と数字のみを使用

してください。最大 200 文字まで入力できます。
• （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 6

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
リスト内の同じプラットフォーム タイプの AppNav-XE デバイスを最大 4 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.

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 64 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。
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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 7

[Next] をクリックします。

ステップ 8

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。

ステップ 9

[Next] をクリックします。

ステップ 10 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 デバイス上ですでに設定されている必要があり、サービ
ス挿入を有効にできるものだけがリストされます。

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。

ステップ 11 [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 12 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。クラスタ内の各

WN に対し 1 つのスクリーンで、Cluster Interface ウィザードが表示されます。
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。

ステップ 13 [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 14 [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 ノードの追加の説明に従って、追加の WNG を作成
できます。WAAS ノードの設定 の説明に従って、WN を異なる WNG に再割り当てできます。
AppNav-XE でトラフィック最適化を開始するには、代行受信トラフィックを選択する
AppNav-XE デバイス インターフェイスで WAAS サービス挿入を有効にします。詳細について
は、6 章「ネットワーク構成の設定」の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を参照してください。
AppNav クラスタを作成すると、[Manage AppNav クラスタs] 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）。さらに、WN インターフェイスを設定できます。
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図 4-4

（注）

グラフィカル インターフェイス ウィザード

AppNav-XE ANC でインターフェイスを設定するために、グラフィカル インターフェイス ウィ
ザードは使用しません。
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。

（注）

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、たとえば GigabitEthernet 1/0 など、その ID 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。
次のオプションを選択するには、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。
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•

[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。

•

[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。
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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。
– [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。

•

[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 リストから、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 アドレスと ANC の IP アドレスをスワップします）。このオプ
ションはAppNav-XEクラスタには使用できません。

（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。
•

WAAS アプライアンス AppNav クラスタ上でのクラスマップの設定

•

AppNav ポリシー内のルールの設定

•

AppNav ポリシーの管理

•

WAAS ノード最適化ポリシーの設定

WAAS アプライアンス AppNav クラスタ上でのクラスマップの設定
ここでは、次の内容を説明します。
•

WAAS アプライアンス AppNav クラス マップの設定

•

AppNav-XE クラスタ上でのクラス マップの設定
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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、次の手順を実行し
てください。
ステップ 1

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

ステップ 2

[Configure] > [AppNav クラスタ] > [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。
•

[Show] ドロップダウン リストから、必要に応じてクラス マップのリストをフィルタリング
します。[Quick Filter] を使用したり、[Show All Class Maps] を使用できます。

•

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ことができるクラ
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、最大 200 文字までの英数字とアンダースコア、およびス

ペースを含むことができるクラス マップの説明を入力します。
ステップ 6

[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、宛先 IP アドレスまたはポート、あるいはそれらすべて、または
Microsoft RPC アプリケーション ID（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。このオプションを選
択する場合、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。このオプションを選択する場合、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。こ
のオプションを選択する場合、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。

（注）

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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図 4-5

[AppNav Class Map] ダイアログ ボックス

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、たとえば /24 の 0.0.0.255 など、IP アドレスの
範囲を指定できます。

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、追加の一致条件を追加します。[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。
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図 4-6

一致条件追加リストのある [AppNav Class Map] ダイアログ ボックス

a.

[Show] ドロップダウン リストから、クイック フィルタ、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など、必要に応じてデバイス リストをフィルタし
ます。

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。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 つ入力し、WAAS ピア デバイスを 1 つ選択します。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。
図 4-7

a.

一致条件のある AppNav クラス マップ

1 つ以上の IP アドレスまたはポート フィールド、もしくはその両方に値を入力して、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、
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[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）。
（注）

WAAS デバイス用のクラス マップを一元的に設定するには、WAAS Central Manager GUI を使用
することを推奨します。ただし、これには例外が 1 つあります。送信元または宛先アドレスに
「0.0.0」で終わる IP アドレスまたは「0.0」で終わるクラス A ではない IP アドレスのいずれか
を持つ、タイプがアプリケーションまたはカスタムの AppNav クラス マップを作成するには
CLI を使用します。
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。
c.

[Remote Device] ドロップダウン リストから WAAS ピア デバイスを 1 つ選択します。

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 クラスタ上でのクラス 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、次の手順を実行してください。
ステップ 1

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

ステップ 2

[Configure] > [AppNav クラスタ] > [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。

ステップ 3

•

必要に応じてクラス マップをフィルタリングするには、[Show] ドロップダウン リストから
フィルタリング設定を選択します。[Quick Filter] を使用したり、[Show All Class Maps] を使
用できます。

•

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。

[Add Class-Map] タスクバー アイコンをクリックします。
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図 4-8

ステップ 4

一致条件リストのある [AppNav Class Map]

[Name] フィールドに、クラス マップの名前を入力します。スペースまたは疑問符（?）を除
き、最大 221 文字まで入力できます。

ステップ 5 （任意）[Description] フィールドに、クラス マップの説明を入力します。疑問符（?）を除き、

最大 200 文字まで入力できます。
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、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。

•

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。
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•

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。

図 4-9

[Edit ACE] ペイン

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 any を入力し、任意の IP アドレスを指定します。

d.

[IP Address Wildcard] フィールドで、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、たとえば /24 の 0.0.0.255 など、IP アドレスの範囲を指定します。

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
算子と動作を選択します。
– [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.

Differentiated Services Code Point（DSCP）の値を設定します。あるいは、[Precedence] ド
ロップダウン リストから Precedence の値を選択し、プライオリティを設定します。
DSCP 値は 0 ～ 63 であることが必要です。さらに、DSCP 名でもかまいません。

g.

[OK] をクリックして、ACE を保存します。

h.

追加の ACE を追加します。一致条件を保存し、[Match Conditions] リストに戻るには、
[OK] をクリックします。
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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.

[Show] ドロップダウン リストからフィルター選択し、必要に応じてデバイス リストをフィ
ルタリングします。[Quick Filter]、[Show All Devices]、または [Show All Assigned Devices]
を使用できます。

b.

トラフィックを一致させる各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チェック 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、[Class Maps Configuration] ウィンドウに戻ります。

AppNav ポリシー内のルールの設定
ここでは、次の内容を説明します。
•

WAAS アプライアンス AppNav クラスタ上での AppNav ポリシー ルールの設定

•

AppNav-XE クラスタ上での AppNav-XE ポリシー ルールの設定

WAAS アプライアンス AppNav クラスタ上での AppNav 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
順を実行してください。
ステップ 1

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

ステップ 2

[Configure] > [AppNav クラスタ] > [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 リストをフィルタリングするには、[Show] ドロップダウン リストから
フィルタを選択します。[Quick Filter] または [Show All Rules] を使用できます。

•

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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ステップ 4

•

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。

•

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）。

[Add Policy Rule] タスクバー アイコンをクリックします。
図 4-10

ステップ 5

AppNav ポリシー ルールのぺイン

[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 マップを編集するには、[Edit] をクリックします。新しいクラス マップを作成するに
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 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 およびさまざまなオプション（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を作成するには、[Create
New] をクリックします。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には、[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。
選択されたポリシーを編集するには、[Edit] をクリックします。ネスト用の新しいポリシーを
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。
（注）

b.

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。

[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 [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。

（注）

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 クラスタ上での 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、次の手順を実行してください。
ステップ 1

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

ステップ 2

[Configure] > [AppNav クラスタ] > [AppNav Policies] を選択します。
[AppNav Policy] ウィンドウが表示されます。
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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。
AppNav ポリシー テーブルでは、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。[Quick Filter] または [Show All Rules] を使用できます。

•

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。

•

[Add Policy] タスクバー アイコンをクリックし、ポリシーを追加します。

これらのタスクの詳細については、AppNav-XE ポリシーの管理を参照してください。
ウィンドウの下部にある [AppNav Policy Rules] テーブルは、[AppNav Policies] テーブルで選択
されたルールを示します。このテーブルから、次の作業を実行できます。

ステップ 4

•

[Show] ドロップダウン リストからフィルター選択し、必要に応じてルール リストをフィル
タリングします。[Quick Filter] または [Show All Rules] を使用できます。

•

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。

•

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）。

[Add Policy Rule] タスクバー アイコンをクリックします。
図 4-11

ステップ 5

AppNav ポリシー ルールのぺイン

[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 マップを編集するには、[Edit] をクリックします。新しいクラス マップを作成するに
は、[Create New] をクリックします。このワークフローは、AppNav-XE クラスタ上でのクラス
マップの設定 に記載されているものと同じです。
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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、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 マップでは、
WNG リストに別のコンテキストにまだ割り当てられていないデフォルトとカスタムの WNG
が含まれます。
WNG を選択すると、その他の設定が表示されます。新しいWNGを作成するには、[Create
New] をクリックします。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）[Backup] ドロップダウン リストから、プライマリ WNG が使用できないまたはオー

バーロードの場合に配信に使用するバックアップ WNG を選択します。
（注）

Backup WNG オプションが使用できるのは、XE3.13 以降のデバイスを備えたクラスタ
だけです。
5.2.1 より前のリリース に WCM をダウングレードする前に、Backup WNG を
AppNav-XE クラスタから削除し、WCM と AppNav-XE デバイス設定が同期されている
ことを確認することをお奨めします。

（注）

PreXE3.13 コントローラはバックアップ WNG で設定されたクラスタ ポリシーに追加す
ることはできません。バックアップ WNG ポリシーのあるクラスタに preXE3.13 コント
ローラを追加している間、確認メッセージが表示されます。
3.13 以前のデバイスを有するクラスタは、バックアップ WNG で設定できません。バッ
クアップ WNG のオプションは、クラスタに 3.13 XE 以前のデバイスが 1 つでもあれば
表示されません。

（注）

XE3.13 前のリリースに XE をダウングレードする前に、AppNav-XE クラスタから
Backup WNG を削除する必要があります。WCM および AppNav-XE デバイスの設定が
同期されていることを確認してください。

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

[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。

AppNav ポリシーの管理
ここでは、次の内容を説明します。
•

WAAS アプライアンス ポリシーの管理

•

AppNav-XE ポリシーの管理
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WAAS アプライアンス ポリシーの管理
WAAS アプライアンス AppNav クラスタで AppNav ポリシーを作成または削除するには、また
はポリシーを適用する ANC を設定するには、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 クラスタs] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav クラスタ] > [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。
[AppNav Policy Rules] 領域の使用方法の詳細については、WAAS アプライアンス AppNav クラ
スタ上での AppNav ポリシー ルールの設定を参照してください。

ステップ 4

[Manage] をクリックします。
図 4-12

Manage AppNav Policies ペイン

[Manage AppNav Policies] ペインから、次の作業を実行できます。
•

[Show] ドロップダウン リストからフィルタを選択し、必要に応じてポリシー リストをフィ
ルタリングします。[Quick Filter] または [Show All Policies] を使用できます。

•

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。
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ステップ 5

[Add Policy] タスクバー アイコンをクリックします。
図 4-13

ステップ 6

[AppNav Policy] ペイン

[Name] フィールドにポリシーの名前を入力します。アンダースコアを含め、最大 40 文字の英
数字を入力できます。

ステップ 7 （任意）[Description] フィールドに、このポリシーの説明を入力します。アンダースコアとス

ペースを含め、最大 200 文字の英数字を入力できます。
ステップ 8 （任意）このポリシーに割り当てる各 ANC の横にあるチェック 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。
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。必要になったときに、後でポリシーを 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 AppNav クラスタ上での AppNav ポリシー ルールの設定の説明に従っ

て、新しいポリシーにポリシー ルールを追加します。

クラスタにデフォルトのクラス マップおよびポリシー マップを復元するには、[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します。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。

AppNav-XE ポリシーの管理
AppNav-XE クラスタでコンテキストから AppNav ポリシーを作成または削除したり、ポリシー
の割り当てを解除するには、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 クラスタs] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [AppNav クラスタ] > [AppNav Policies] を選択します。
[AppNav Policy] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3

ウィンドウの上部にある [AppNav Policies] テーブルで、ポリシーの横にあるオプション ボタン
をクリックして修正します。
AppNav ポリシー テーブルから、次のタスクを実行できます。
•

[Show] ドロップダウン リストから、必要に応じてルール リストにフィルタを選択します。
[Quick Filter] または [Show All Rules] を使用できます。

•

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 クラスタ上での
AppNav-XE ポリシー ルールの設定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。
図 4-14

ステップ 5

[AppNav Policy] ペイン

[Name] フィールドにポリシーの名前を入力します。スペースまたは疑問符（?）を除き、最大
227 文字まで入力できます。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、このポリシーの説明を入力します。疑問符（?）を除き、

最大 200 文字まで入力できます。
ステップ 7

[Assign to AppNav Context] ドロップダウン リストから、新しいポリシーに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。
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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

[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。

ステップ 9

AppNav-XE クラスタ上での AppNav-XE ポリシー ルールの設定の説明に従って、新しいポリ
シーにポリシー ルールを追加します。

クラスタにデフォルトのクラス マップおよびポリシー マップを復元するには、[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します。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。
最適化ポリシーの設定方法については、第 12 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。

AppNav コントローラ 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。
ANC 代行受信 ACL の設定方法については、5 章「トラフィック代行受信の設定」の 代行受信
アクセス コントロール リストの設定 を参照してください。

AppNav クラスタ構成の設定
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 クラスタs] > [All AppNav クラスタs] を選択します。
各クラスタの状態が表示される [Manage AppNav クラスタs] ウィンドウが表示されます。
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、AppNav Cluster ウィザード
を使用した新しい AppNav クラスタの作成 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 クラスタs] 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。
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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 クラスタ] を選択します。
[Cluster Configuration] ウィンドウが表示されます。
図 4-15

ステップ 4

[Cluster Configuration] ウィンドウ

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。（この機
能は、AppNav-XE クラスタでは利用できません）

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。（この機能は、AppNav-XE クラスタでは利用できません）
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

ての接続が終了するまで待機す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 クラスタでは使用き
ません）。
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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、チェックボックス
は選択されています。

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、チェックボックスは選択されてい
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、チェックボックスは選択さ
れています。

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 構成の設定

•

AppNav コンテキスト—AppNav コンテキストの設定

•

WAAS ノード—WAAS ノードの設定

•

WAAS Node グループ—WAAS ノード グループ構成の設定

個々の WN に対する AppNav クラスタ 設定を構成するには、AppNav クラスタWAAS ノード構
成の設定を参照してください。通信を認証するための認証キーを使用している場合、同じキー
でクラスタと各 WN を設定する必要があります。

AppNav コントローラ 構成の設定
ここでは、次の内容を説明します。
•

WAAS アプライアンス AppNav コントローラ 構成の設定

•

AppNav-XEデバイス用の ANC 構成の設定
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WAAS アプライアンス AppNav コントローラ 構成の設定
WAAS アプライアンスの ANC 構成を設定するには、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 クラスタs] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [AppNav コントローラ] 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。

ステップ 3

•

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 コントローラ] 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 の追加を参照してください。

•

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。

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 コントローラ] 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、このウィンドウは表示されません。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」セクション（ 5-23 ページ）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
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。
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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 アドレスと ANC の IP アドレスをスワップします）。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れば、Central Manager によりこの機能は自動的に有効
になります。
ステップ 7

[Finish] をクリックします。

AppNav-XEデバイス用の ANC 構成の設定
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 クラスタs] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 2

トポロジ図の下にある [AppNav コントローラ] 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。

ステップ 3

•

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 コントローラ] 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 の追加を参照してください。

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 コントローラ] ペインが表示されます。

ステップ 4

ステップ 5

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 デバイス上ですでに設定されている必要があり、サービ
ス挿入を有効にできるものだけがリストされます。

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。

[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 クラスタは、クラスタ設定で定義された 1 つのコンテキストしか持つことがで
きません。コンテキストを追加する機能はありません。
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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 クラスタs] > [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、名前、関連 WNG、VRF、AppNav ポリシー、
および有効ステータスとともに表示されます。
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。（この機能は、WAAS アプラ
イアンス クラスタには使用できません）

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。

ステップ 4

[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。

ステップ 5 （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。

（注）

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
ストと関連付けるには、WNG は、コンテキストで使用されているポリシー ルールで使用する
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.

[Show] ドロップダウン リストから、必要に応じて VRF リストのフィルタを選択します。
[Quick Filter] または [Show All VRFs] を使用できます。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 の横にあるチェック ボックスをオンにします。

c.

[Next] をクリックします。
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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。

コンテキスト内の各 WN に対し 1 つのスクリーンで、Cluster Interface ウィザードが表示されます。
a.

Graphical Interface 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。

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 は、application-accelerator device モードおよ
び appnav-controller interception モードに設定される必要があります。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 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）

•

クラスタ内のトラフィックに使用されるクラスタ インターフェイス

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 クラスタs] > [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。

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

4-45

第4章

AppNav の設定

AppNav クラスタの設定

ステップ 3

•

[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。

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て
いる 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は、このオプションを有効にします。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 アドレスと ANC の IP
アドレスをスワップします）。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
れば、Central Manager によりこの機能は自動的に有効になります。
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 グループ構成の設定
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 クラスタs] > [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、一覧に WAAS クラスタ ID も表示されます。
このリストから、次の作業を実行できます。

ステップ 3

•

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 グループの追加を参照してください。

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。
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ステップ 4 （任意）[Description] フィールドで、WAAS アプライアンス クラスタで WNG の説明を最大 32

文字の英数字で入力します。AppNav-XE クラスタには、スペースを含めず最大 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。

AppNav-XE クラスタで新しく作成された WNG を希望するコンテキストに関連付けるには、そ
のコンテキストの 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 アクションに WNG を選択します。

AppNav クラスタWAAS ノード構成の設定
デバイス モードが appnav コントローラとして設定されている場合にのみ、[WAAS Node
Configuration] ウィンドウはWN に使用できます。このウィンドウは、WN で WAAS バージョン
5.2.1 以降が実行されていて、AppNav クラスタの一部ではない場合にのみ編集することができ
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 クラスタ] を選択します。
[WAAS Node Configuration] ウィンドウが表示されます。
図 4-16

[WAAS Node Configuration] ウィンドウ

ステップ 3 （任意）ANC により配信されるトラフィックを処理するために WN を有効にするには、[Enable

WAAS Node] チェック ボックスをチェックします。
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 文字までの文字と数字

だけを使用します。
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ステップ 5 （任意）[Authentication Key] フィールドおよび [Confirm Authentication Key] フィールドに、WN

と ANC 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 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 が待機すべき秒数を入力します。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。
（この機能は WAAS のバージョンが 5.1 よりも前
の WN では使用されません）。
この設定は、CLI によって作成され、Central Manager では設定されていないクラスタに参加す
る WN を発見するために、AppNav-XE ANC を許可することを目的としています。
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。（この機能は WAAS のバージョンが 5.1 よりも前の 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 クラスタ構成の設定 を参照
してください。通信を認証するための認証キーを使用している場合、同じキーでクラスタと各
WN を設定する必要があります。
（注）

AppNav-XE クラスタに WN を追加するために、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 からのデバイスの追加および削除
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

•

クラスタからの ANC の削除または無効化

•

クラスタへの新しい WAAS ノードの追加

•

クラスタからの WAAS ノードの削除

•

クラスタへの新しい WAAS ノード グループの追加

•

クラスタからの WAAS ノード グループの削除

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 クラスタ] > [cluster-name] を選択します。

ステップ 3

トポロジ図の下にある [AppNav コントローラ] タブをクリックします。
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ステップ 4

[Add AppNav コントローラ] タスクバー アイコンをクリックします。
[Add AppNav コントローラ] 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.
ステップ 6

[Next] をクリックします。

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。
（この機能は 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。（この機能は 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。（この機能は 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、5 章「トラフィック代行受信の設定」のANC
上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示を参照してください。
（注）

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。

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チェック 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。

i.

[Next] をクリックします。

j.

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 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
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を参照してください。
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k.

[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。

l. （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は、このオプションを有効にします。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
と ANC の IP アドレスをスワップします）。既存の ANC にポート チャネル クラスタ インター
フェイスがあれば、Central Manager によりこの機能は自動的に有効になります。
m. [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 の削除または無効化
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 クラスタ] > [cluster-name] を選択します。

b.

トポロジ図の下にある [AppNav コントローラ] 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。
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、他のすべての ANC 上の ANCG から ANC を削除し、他の ANC でサービス
到達不能アラームをクリアします。WCCP 代行受信に ANC が設定されている場合、デバイス
上のすべての 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 3 （任意）ANC の電源を切ります。
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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 クラスタs] > [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 を追加したい WNG を選択し
ます。リストには、定義済みの WNG だけが表示されます。

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 クラスタには使用しません）
。
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は、このオプションを有効にします。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
と ANC の IP アドレスをスワップします）。既存の ANC にポート チャネル クラスタ インター
フェイスがあれば、Central Manager によりこの機能は自動的に有効になります。
f.
ステップ 7

[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。

WN 上で設定を行い、最適化を有効にします。最適化の設定に関する詳細は、第 12 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。
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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 クラスタs] > [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）

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

ステップ 4 （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 クラスタs] > [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

[Name] フィールドに、WNG の名前を入力します。WAAS アプライアンス クラスタでは最大 32 文
字の英数字を入力でき、AppNav-XE クラスタではスペースを除き最大 64 文字を入力できます。

ステップ 5 （任意）[Description] フィールドに、WNG の説明を入力します。WAAS アプライアンス クラス

タでは ' | \ ; ` を含む最大 200 文字の英数字を入力できます。AppNav-XE クラスタでは、スペー
スを除き最大 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 WNG が最適化用に使用で
きます。

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

4-52

第4章

AppNav の設定
AppNav クラスタ のモニタリング

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 クラスタs] > [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

無効にするノード ネームの横のオプション 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 クラスタs] > [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 4-17 を参照）。
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図 4-17

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。

（注）

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。このタブでは、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 クラスタには表示されません。
すべての ANC を表示するには、図の下にある [AppNav コントローラ] 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。
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•

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。

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が Central Manager によって管理
されていないと、設定が正しいことを確認する必要があります。さらに、Central Manager にデ
バイスが登録されていないと、Central Manager レポートにデバイスの統計情報が集約されませ
ん。Central Manager にデバイスが登録されていると、最適化（AppNav ではない）の統計情報
が Central Manager レポートに含まれます。
（注）

AppNav-XE クラスタに WN を追加するために、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、AppNav クラスタWAAS ノード構成の設定を参照してください。
オレンジの三角形
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] ダイアログ ボックスを表示します（図 4-18）。
（WN デバイスのダイアログ ボックスも同様です）
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図 4-18

ANC の [360-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になっているルータ 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、ダイアログ ボックスをピン留めして開いたままに
できます。ダイアログ ボックス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。
15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」の AppNav レポー
ト で説明されているとおり、そのほかのクラスタ ステータスについては、[Monitor] >
[AppNav] > [AppNav Report] で確認できます。
複数の AppNav クラスタ がある場合、メニューから [AppNav クラスタs] > [All AppNav クラス
タs] を選択すると、すべて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、AppNav 接続 トレースを参照して
ください。
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AppNav-XE クラスタの接続統計情報を表示するには、AppNav 接続統計情報 を参照してください。
さらに高度な AppNav トラブルシューティング情報については、『Cisco WAAS Troubleshooting
Guide for Release 4.1.3 and Later』の「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 で一致していないことを示しています。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。

AppNav 接続 トレース
WAAS アプライアンス クラスタの AppNav フローのトラブルシューティングに役立てるため、
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 クラスタs] > [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 コントローラ] 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。
Quick Filter を使用して任意の値でフィルタするか、または Show All Connections を使用できます。

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、15
章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」の WAAS TCP
Traceroute の使用 を参照してください。
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AppNav 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 クラスタs] > [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 コントローラ] 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。Quick Filter を使
用して任意の値でフィルタするか、または Show All Connections を使用できます。

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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5

トラフィック代行受信の設定
この章では、IP および TCP ヘッダー情報に基づいて IP ベース ネットワークの TCP トラフィック
の代行受信を設定する方法と、Cisco Wide Area Application Services（WAAS）デバイスにトラ
フィックをリダイレクトする方法について説明します。この章では、Web Cache Communication
Protocol（WCCP）
、ポリシーベース ルーティング（PBR）、Cisco Wide Area Application Engine
（WAE）への透過的なトラフィック リダイレクションのためのインライン モード、AppNav コン
トローラ と一緒に使用する AppNav コントローラ モードの使用方法について説明します。
（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と Wide Area Application Engine
（WAE）を総称する用語として「WAAS デバイス」を使用します。WAE という用語は、WAE
および Cisco Wide Area Virtualization Engine（WAVE）アプライアンス、WAE ネットワーク モ
ジュール（NME-WAE ファミリのデバイス）、WAAS を実行している SM-SRE モジュール、お
よび vWAAS インスタンスを指します。
この章の手順を実行する前に、『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』
の説明に従って、WAAS ネットワークの基本的な初期インストールおよび設定を完了する必要
があります。この章の CLI コマンドの詳細なコマンド構文情報については、『Cisco Wide Area
Application Services Command Reference』を参照してください。WCCP の詳細については、
Cisco IOS マニュアルを参照してください。
この章の内容は、次のとおりです。
•

代行受信方式に関する情報

•

WCCP 代行受信に関する情報

•

ルータでの高度な WCCP 機能の設定

•

WAE 上での WCCP の設定

•

ポリシー ベース ルーティング代行受信の使用

•

インライン モード代行受信の使用

•

AppNav 代行受信の設定

代行受信方式に関する情報
WAAS ネットワークでは、最適化、冗長性の除去、および圧縮のために、ブランチ オフィスの
クライアントとデータセンターのサーバ間のトラフィックを WAE へリダイレクトできます。
トラフィックは、ルータまたは AppNav コントローラ（ANC）に設定されているポリシーに基
づいて、透過的に代行受信されて WAE にリダイレクトされます。要求をローカル WAE に透過
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的にリダイレクトするネットワーク要素として WCCP バージョン 2 または PBR を使用する
ルータを使用すれば、たとえば、Catalyst 6500 シリーズの Content Switching Module（CSM）ま
たは Application Control Engine（ACE）など、トラフィックをローカル WAE またはレイヤ 4 ～
レイヤ 7 のスイッチにリダイレクトできます。あるいは、Cisco WAE Inline Network Adapter ま
たはインターフェイス モジュールが搭載された WAE でインライン モードを使用することに
よって、トラフィックを直接に代行受信できます。Cisco AppNav コントローラ インターフェイ
ス モジュールが搭載されている場合、WAVE アプライアンスまたはクラスタは WCCP または
インライン モードでネットワーク トラフィックを代行受信し、フロー ポリシーに基づいて、
最適化のためにそのトラフィックを 1 つ以上の WAE（WAAS ノード）に分散します。
表 5-1 に、WAAS でサポートされる透過トラフィック代行受信方式を示します。
表 5-1

サポートされる透過トラフィック代行受信方式

方式
WCCP バー
ジョン 2

Comment
アプリケーション トラフィックと Common Internet File System（SMB）トラ
フィックの透過的な代行受信に使用します。ブランチ オフィスとデータセン
ターで、トラフィックを WAAS デバイスに透過的にリダイレクトするために
使用します。WCCP 対応ルータまたはレイヤ 3 スイッチが、透過的にトラ
フィックを代行受信し、ローカル WAE または ANC にリダイレクトします。
ブランチ オフィスのルータと WAE およびデータセンターのルータと WAE で、
WCCP を設定する必要があります。詳細については、次の項を参照してくだ
さい。

PBR

•

WCCP 代行受信に関する情報

•

ルータでの高度な WCCP 機能の設定

•

WAE 上での WCCP の設定

ブランチ オフィスで、広域アプリケーションの最適化に使用します。ブラン
チ オフィスのルータは、PBR を使用してクライアントとサーバ両方のトラ
フィックを透過的に代行受信し、同じブランチ オフィスに存在する WAE へ
ルーティングするように設定されます。
データセンターでは、データセンター アプリケーションの最適化に使用しま
す。データセンター ルータやレイヤ 3 スイッチは、透過的に代行受信したり、
クライアントとサーバをデータセンター内で WAE にルーティングしたりする
ために、PBR を使用するように設定できます。ただし、PBR は WCCP が行う
ような、複数の WAE 間のロード バランシングをサポートしません。PBR は、
Cisco CSM や ACE などのロード バランサを使用した場合でもロード バランシ
ングをサポートしません。ポリシー ベース ルーティング代行受信の使用を参
照してください。

インライン

WAE は、物理的かつ透過的にトラフィックをクライアントとルータの間で代
行受信します。このモードを使用するには、Cisco WAE Inline Network
Adapter、Cisco インターフェイス モジュール、または Cisco AppNav コント
ローラ インターフェイス モジュールが搭載された WAAS デバイスを使用する
必要があります。インライン モード代行受信の使用を参照してください。

vPATH
（注）

バージョン 6.0 よりも後の WAAS では、WCCP または AppNav トラ
フィック代行受信方式が使用されます。バージョン 5.5.1 よりも前
の WAAS では、WCCP、AppNav、または vPATH トラフィック代行
受信方式が使用されます。
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（注）

表 5-1

サポートされる透過トラフィック代行受信方式 （続き）

方式
AppNav コン
トローラ

Comment

ACE または
CSM

データセンターの最適化のために、Cisco Application Control Engine（ACE）ま
たは Catalyst 6500 シリーズ Content Switching Module（CSM）がデータセン
ターにインストールされています。ACE と CSM は、データセンター内の複数
の WAE 間のトラフィックの代行受信とロード バランシングの両方を行うこと
ができます。

AppNav 導入の一部であり、かつ AppNav クラスタの WAAS ノードとして設定
されている WAE の場合は、WAE を設定して appnav-controller 代行受信方式を
使用する必要があります。この設定により、WAE におけるトラフィックの受
信、および AppNav コントローラにより代行受信され、分散されるトラフィッ
クの最適化が可能になります。AppNav 代行受信の設定 を参照してください。

ISR-WAAS デバイスは AppNav コントローラの代行受信方式だけをサポートします。
WAE デバイスがトラフィックの最適化を阻止するファイアウォールの背後にある場合、WAN
経由のピア WAE 間の通信に directed モードを使用できます。

WCCP 代行受信に関する情報
WAAS ソフトウェアは、WCCP 標準バージョン 2 を使用して、リダイレクションを実行しま
す。WCCP バージョン 2 の主な機能は、次のとおりです。

（注）

•

WCCP サービスあたり最大 32 の WAE

•

WCCP サービスあたり最大 32 台のルータ

•

プロトコル パケットの認証

•

非 HTTP トラフィックのリダイレクション

•

パケット リターン（総称ルーティング カプセル化（GRE）を含む。WAE は、リダイレク
トされたパケットを拒否し、転送するルータへ戻すことができる）

•

マスキングによるロード バランシングの改善

•

複数の転送方式

•

サービス グループ内でのパケット分散方式のネゴシエーション

•

WAE とサービス グループ間のコマンドとステータスの交換

WCCP は、IPv4 ネットワークだけで動作します。
WAAS ソフトウェアは、WCCP TCP 無差別モード サービスをサポートしています（デフォルト
ではサービス 61 および 62。これらのサービス ID は設定可能です）。この WCCP サービスで
は、ルータと WAE で WCCP バージョン 2 が動作している必要があります。
TCP 無差別モード サービスとは、すべての TCP トラフィックを代行受信し、ローカル WAE へ
リダイレクトする WCCP サービスです。
また、WAAS ソフトウェアは、サービス パスワード、WAE フェールオーバー、代行受信 ACL、
およびもサポートしています。
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多くの Cisco ルータ/スイッチは、設定により WCCP バージョン 2 サポートを有効にして、
WAAS デバイスとともに使用できます。
2500、2600、および 3600 ルータを含む多数の従来の Cisco ルータは、Integrated Services Router
（ISR）モデル 2800 および 3800 などの新しいルーティング プラットフォームに比べ、処理性能
とメモリ レベルがはるかに劣っています。そのため、WCCPv2 または PBR を使用すると、
ルータの CPU 使用率が高くなり、動作が不安定になる場合があります。これらのルータで動
作するように WAAS を設定できますが、新しいルーティング プラットフォームと同じレベル
のパフォーマンスや拡張性は実現できません。Cisco ISR は、ブランチ オフィス用のルーティ
ング プラットフォームとして最適です。
WAE がサービス グループから除外されるなど動作が不安定になる場合は、ユーザ、サーバ、
WAE、および WAN と接続するルータのすべての物理インターフェイスで、公平キュー方式、
重み付き公平キュー方式、または速度制限を有効にしてください。公平キュー方式はサブイン
ターフェイスでは設定できず、入力と出力の両方の物理インターフェイスで設定する必要があ
ります。LAN や WAN インターフェイスで、公平キュー方式以外のキュー方式がすでに設定さ
れており同様の公平さを提供する場合は、それで十分です。
さらに、ルータの LAN 側インターフェイスで受信できる帯域幅を制限すると、ルータのイン
ターフェイス キューの混雑が軽減され、パフォーマンスが向上し、CPU 使用率が低下します。
ルータの最大インターフェイス帯域幅を WAN 帯域幅キャパシティの 10 倍以下に設定します。
たとえば、WAN リンクが T1 である場合、LAN インターフェイスと WAE の LAN インターフェ
イス帯域幅を 10 X T1 = 10 X 1.544 Mbps（約 15 Mbps）に制限する必要があります。詳細につい
ては、Cisco IOS マニュアルを参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。
•

WCCP を設定するためのガイドライン

•

ファイル サーバ アクセス方式に関するガイドライン

WCCP を設定するためのガイドライン
WCCP バージョン 2 を使用して WAE で透過的なリダイレクションを設定するときは、次のガ
イドラインに従ってください。
•

可能な場合は常に、着信インターフェイスでパケットを代行受信し、リダイレクトします。

•

WAE をクライアントおよびサーバとして同一の VLAN またはサブネットに配置する場合
は、WCCP GRE または汎用 GRE を出力方式として使用します。IP 転送出力方式を使用す
る場合は、このトポロジは利用できません。

•

ブランチ オフィスの WAE は、パケットを暗号化したり圧縮したりせずに、内部ネット
ワーク アドレス変換（NAT）ファイアウォール（存在する場合）の一部として動作する必
要があります。

•

Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータを使用している場合は、
パケット転送方式としてレイヤ 2 リダイレクションを使用します。他の Cisco ルータを使
用している場合は、レイヤ 3 GRE パケット リダイレクションを使用します。

•

ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）と WCCP を使用する場合、WAE のデフォル
ト ゲートウェイとして HSRP または仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）を設定し、HSRP
グループのルータのプライマリ アドレスに WAE WCCP ルータリストを設定します。

•

CEF は、WCCP に必要であり、ルータで有効になっている必要があります。

•

ネットワークのクライアント側にブランチ オフィスの WAE を配置し、ルータを経由する
クライアント側のパケット数を最小限に抑えます。
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•

サービス拒絶（DoS）攻撃を避けるため、WCCP パスワードを使用します。詳細について
は、ルータ上のサービス グループ パスワードの設定を参照してください。

•

新たに実装した場合は、WCCP リダイレクト リストを使用して、クライアントまたはサー
バの読み込みを制限します。詳細については、ルータ上の IP アクセス リストの設定を参照
してください。

•

WAE が、複数の WCCP 対応ルータからリダイレクトされたパケットを受け入れるように
設定します。

•

基本 WCCP を設定するには、ネットワーク内の少なくとも 1 台のルータと、トラフィック
をリダイレクトしたい WAE または ANC で、WCCP サービスを有効にします。WAE を起動
し稼働させるために、使用可能なすべての WCCP 機能またはサービスをすべて設定する必
要はありません。ブランチ オフィスとデータセンターのルータおよび WAE で基本的な
WCCP 設定を完了する方法の例については、『Cisco Wide Area Application Services Quick
Configuration Guide』を参照してください。

•

WCCP バージョン 1 は Web トラフィック（ポート 80）しかサポートしていないため、ルー
タと WAE が WCCP バージョン 1 の代わりに WCCP バージョン 2 を使用するように設定し
ます。

•

ルータで WCCP を有効にしたら、『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration
Guide』の説明に従って、ルータと WAE で TCP 無差別モード サービスを設定します。サービ
ス ID は、WAE で設定できます。異なるファーム内の WAE は別のサービス ID を使用するこ
とがあるため、デフォルトの 61 と 62 とは異なる数字のペアを選択して、ルータで複数の
WCCP ファームをサポートできます。ルータの設定では、サポートされている各ファーム内
の WAE で設定した ID と一致する WCCP サービス ID を使用する必要があります。

•

WAE を TCP 無差別モードで機能させるには、WAE で WCCP バージョン 2 サービス 61 お
よび 62 を使用します（サービス ID は設定可能です）。この 2 つの WCCP サービスは、
WAE では標準名の tcp-promiscuous で表されます。

•

CLI コマンドを使用して、ルータおよび WAE の両方、または ANC で基本的な WCCP を設
定します。また、WCCP 用のルータを設定する CLI コマンドや、WAE または ANC で基本
的な WCCP を設定する WAAS Central Manager を使用することもできます。『Cisco Wide
Area Application Services Quick Configuration Guide』にある設定例では、WAE または ANC
で基本的な WCCP を設定するために、wccp グローバル設定コマンドが使用されています。
最初のブランチ オフィスの WAE とデータセンターの WAE では、『Cisco Wide Area
Application Services Quick Configuration Guide』の説明に従って、WAAS CLI を使用して
WCCP の基本的な初期設定を完了することを推奨します。WCCP 透過リダイレクションが
正常に動作していることを確認したら、WAAS Central Manager を使用してこの基本的な
WCCP 設定を変更したり、ロード バランシングなど、WAE 用に追加の WCCP 設定を行う
ことができます。詳細については、WAE 上での WCCP の設定を参照してください。ルー
タ上の基本的な WCCP を構成したら、ルータでの高度な WCCP 機能の設定の説明に従っ
て、ルータ上の高度な WCCP 機能を構成できます。

•

WAE 間の一貫性を確保するために、1 台のデバイスで WCCP を設定し、WCCP 設定ウィン
ドウ内で [Copy Settings] タスクバー アイコンを使用して、ネットワークの他のデバイスに
設定をコピーすることを推奨します。WCCP 設定は、ファームまたはサービス グループご
とに異なる必要がある場合があるため、同じ WCCP サービス ファーム、AppNav コント
ローラ グループ（ANCG）、または WAAS ノード グループ（WNG）の WAE にのみ設定を
コピーする必要があります。

•

新規ルータを既存の WCCP ルータ ファームまたは WCCP サービス グループに追加すると、
新規ルータは既存の接続をリセットします。WCCP がパス リダイレクションおよび割り当
てを再確立するまで、パケットはクライアントに（予期したとおりに）直接送信されます。
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•

ルータは、WAE に設定されているリダイレクトおよび返信方式をサポートしている必要が
あります。設定されている方式がルータでサポートされていない場合、WAE は WCCP
ルータ ファームに参加しません。ファーム内で異なるルータが組み合されている場合、設
定されている方式をサポートするルータだけがファームに参加します。

•

WAE で設定した割り当て方式がルータによってサポートされている場合に限り、WAE は
WCCP ファームに参加します。（バージョン 4.4.1 以降では、厳格な割り当て方式が常に適
用されます）。

•

WAE は、ファームに設定されているすべてのルータに認識されている場合に限り、WCCP
ファームに参加します。いずれかのルータにリンク障害があれば、ファームは再設定され、
WAE はファームから除去されます。

•

WCCP ファーム内のすべての WAE は、WCCP サービス ID と同じペアを使用する必要があ
ります（デフォルトは 61 と 62 です）。これらの ID は、そのファームをサポートしている
すべてのルータで一致している必要があります。WCCP サービス ID が異なる WAE は、
ファームへの参加が許可されず、アラームが生成されます。同様に、ファーム内のすべて
の WAE は、障害検出タイムアウトに対して同じ値を使用する必要があります。設定した値
が一致していない場合は、アラームが生成されます。

•

仮想ルーティングおよび転送（VRF）対応の WCCP スケーラビリティは、次のとおりです。
– 単一の VRF インスタンスによってサポートされる WAE の最大数は 32 です。
– ルータによってサポートされる VRF インスタンスの最大数は、ルータによって異なり

ます。
– VRF 対応の WCCP は、Cisco IOS ソフトウェアの特定のリリースだけでサポートされま

す。ルータが、VRF 対応 WCCP をサポートする Cisco IOS ソフトウェアのリリースを
実行していることを確認します。
– 各 VRF インスタンスには、独立した割り当て、リダイレクション、および返信方式が

あります。
•

WAAS AppNav 導入では、トラフィックを代行受信して、最適化される WAAS ノード
（WN）に分散する ANC デバイスのみで WCCP を有効にします。appnav-controller 代行受信
方式を使用して、AppNav クラスタの一部である WN を設定します。

•

WCCP L2 が導入されているネットワークで廃棄されたパケットの数を減らすには、WAAS
Central Manager を使用して WN の最大セグメント サイズ（MSS）を 1406 バイトに設定す
ることを推奨します。MSS 変更の詳細については、12 章「アプリケーション アクセラ
レーションの設定」の アクセラレーション TCP 設定の変更 を参照してください。

ファイル サーバ アクセス方式に関するガイドライン
一部のファイル サーバには複数のネットワーク インターフェイスがあり、複数の IP アドレス
を通じて到達できます。このようなサーバの場合は、ブランチ オフィスの WAE の WCCP 受容
リストに、使用できるすべての IP アドレスを追加する必要があります。このようにすると、ク
ライアントは、登録されていない IP アドレスを使用してブランチ オフィスの WAE をバイパス
することがなくなります。WAE Device Manager GUI は、すべての IP アドレスを表示します。
一部のファイル サーバには、複数の NetBIOS 名と、ただ 1 つの IP アドレスがあります。この
ようなサーバの場合は、クライアントが UNC パス内の IP アドレス（つまり、\\server\share で
なく \\IP_address\share）を使用して接続すると、WAAS は、WAE Device Manager GUI でサーバ
リストからこの IP アドレスと一致する最初の NetBIOS 名を選択します。WAAS は、その名前
を使用して、データセンターの WAE とファイル サーバ間の NetBIOS ネゴシエーションを実行
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し、キャッシュにリソースを作成します。ファイル サーバが複数の NetBIOS 名を使用して
（設定が異なる場合がある）仮想サーバを表し、プライマリ サーバ名として識別される 1 つの
NetBIOS 名を持つ場合は、サーバ リストの先頭にその名前を置きます。

ルータでの高度な WCCP 機能の設定
この項では、WAAS ネットワークで要求を WAE へ透過的にリダイレクトする WCCP 対応ルー
タで、高度な WCCP バージョン 2 機能を設定する方法について説明します。

（注）

•

WCCP サービス グループをサポートするためのルータの設定に関する情報

•

ルータ上の IP アクセス リストの設定

•

ルータ上のサービス グループ パスワードの設定

•

ルータ上のループバック インターフェイスの設定

•

WCCP コントロール パケット向けのルータ QoS の設定

この項の手順を実行する前に、『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』
の説明に従って、基本的な WCCP 用にルータを設定しておく必要があります。

WCCP サービス グループをサポートするためのルータの設定に関す
る情報
WCCP バージョン 2 を利用すると、WAE グループまたは ANC グループ内の 1 組のブランチ オ
フィスの WAE を複数のルータに接続することができます。グループ内の WAE、および同じ
WCCP サービスを稼働している WAE グループに接続されている WCCP バージョン 2 対応ルー
タのことを「サービス グループ」と呼びます。
WCCP バージョン 2 対応ルータは、ブランチ オフィスの WAE との通信を通じて、使用できる
ブランチ オフィスの WAE を識別します。ルータとブランチ オフィスの WAE は相互に識別し、
WCCP バージョン 2 を使用してサービス グループを形成します図 5-1を参照してください。
WAAS AppNav 導入では、ANC のみがサービス グループに含まれます。ルータは最適化を行っ
ている WAE（WN）にトラフィックを直接送信しません。代わりに、ANC が、最適化を行っ
ている WN に WAAS ネットワーク内のトラフィックを分散します。
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図 5-1

WCCP バージョン 2 でのサービス グループ

Internet

1

2

3

1

ファイル サービスを要求するクライアント 3

2

4

Cisco ルータ

159091

4

ブランチ オフィスの WAE
WAE サービス グループ

ブランチ オフィスの WAE のグループが存在する場合は、すべての WCCP バージョン 2 対応
ルータによって認識され、最も小さい IP アドレスを持つ WAE がブランチ オフィスのリード
WAE になります。
次の手順で、サービス グループ内の 1 つのブランチ オフィスの WAE をリードとして指定する
方法を説明します。
1.

各ブランチ オフィスの WAE に、WCCP 対応ルータのリストが設定されます。
複数の WCCP 対応ルータがグループにサービスを提供できます（最大 32 台のルータを指
定できます）。サービス グループ内の使用可能なルータはいずれも、グループ内の各ブラ
ンチ オフィスの WAE にパケットをリダイレクトできます。

2.

各ブランチ オフィスの WAE は、自身が存在することを、ルータ リストの各ルータに通知
します。ルータは、サービス グループ内のブランチ オフィスの WAE のビューとともに応
答を返します。

3.

グループ内のすべてのブランチ オフィスの WAE の間でビューの一貫性が確保されると、1
台のブランチ オフィスの WAE がブランチ オフィスのリード WAE として指定され、パケッ
トをリダイレクトするために WCCP 対応ルータを配置する必要があるという内容のポリ
シーが設定されます。

ブランチ オフィスのリード WAE は、グループのブランチ オフィスの WAE にトラフィックを割
り当てる方法を指定します。グループの WCCP 対応ルータがパケットをリダイレクトし、グ
ループ内のブランチ オフィスの WAE がそれぞれの負荷をより適切に管理できるように、割り当
て情報は指定されたブランチ オフィスのリード WAE からサービス グループ全体に渡されます。
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WCCP は、サービス グループを使用して、グループ内の WCCP バージョン 2 対応ルータとブ
ランチ オフィスの WAE 用の WAAS サービスを定義します。また、WCCP は、リアルタイムで
これらのグループへクライアント要求をリダイレクトします。
同じ WCCP サービス グループのメンバーとして設定され、リダイレクトされたトラフィック
を受信するポートはすべて、次の特性を共有します。
•

ポートはすべて、WAAS Central Manager（WAE 上での WCCP の設定および WCCP 設定の
表示）または WAAS CLI（wccp service-number mask グローバル コンフィギュレーション
コマンド）で設定されているとおり、同じハッシュまたはマスク パラメータを持ちます。

•

個々のポートの WCCP バージョン 2 サービスを、個別に停止または開始することはできま
せん（WCCP バージョン 2 の制限）。

ルータ上の IP アクセス リストの設定
オプションで、ルータに定義されたアクセス コントロール リスト（ACL）に基づいて、トラ
フィックを WAE からリダイレクトするようにルータを設定できます。これらのアクセス リス
トのことを「リダイレクト リスト」と呼びます。

（注）

可能な場合は WCCP 対応ルータ上のリダイレクト リストを使用することを推奨します。トラ
フィック代行受信を制御するには、これが最も効率的な方法です。WAE 上では固定バイパス
リストまたは代行受信 ACL も設定できますが、これらの 2 つの内、代行受信 ACL を使用する
ことを推奨します。これは、代行受信 ACL の方が柔軟性が高く、パススルー接続についてよ
り優れた統計情報が得られるためです。WAE の代行受信 ACL を設定する方法の詳細について
は、代行受信アクセス コントロール リストの設定を参照してください。固定バイパス リスト
の設定方法については、WAE 用の固定バイパス リストの設定を参照してください。第 9 章
「Cisco WAAS デバイス用の IP アクセス コントロール リストの作成および管理」で説明されて
いるとおり、WAE にインターフェイス ACL を設定して、WAE へのアクセスを制御できます。
ルータに設定されているリダイレクト リストのプライオリティが最も高くなり、固定バイパス
リストまたは WAE 上の代行受信 ACL が続きます。WAE で設定される代行受信 ACL は、WAE
で定義されているアプリケーション定義ポリシーよりも優先されます。
WCCP バージョン 2 対応ルータには、WAE への TCP トラフィックのリダイレクションを許可
または拒否するためのアクセス リストを設定できます。次の例では、ルータは、次の条件に一
致するトラフィックを WAE へリダイレクトしません。
•

ホスト 10.1.1.1 から発信され、任意のその他のホスト宛てである

•

任意のホストから発信され、ホスト 10.255.1.1 宛てである
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

ip wccp 61 redirect-list 120
ip wccp 62 redirect-list 120
access-list 120 deny ip host 10.1.1.1 any
access-list 120 deny ip any host 10.1.1.1
access-list 120 deny ip any host 10.255.1.1
access-list 120 deny ip host 10.255.1.1 any
access-list 120 permit ip any

明示的に許可されないトラフィックは、暗黙的にリダイレクションが拒否されます。access-list
120 permit ip any コマンドは、明示的にすべてのトラフィック（任意の送信元から任意の宛先
宛て）の WAE へのリダイレクションを許可しています。コマンドが入力された順番で条件に
照合されるため、グローバル permit コマンドが最後に入力するコマンドとなります。
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パケットのリダイレクションをアクセス リストに一致したパケットだけに制限するには、ip
wccp redirect-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコマンドを
使用して、どのパケットを WAE へリダイレクトする必要があるかを指定します。
WCCP が有効になっていても、ip wccp redirect-list コマンドを使用しない場合は、WCCP サー
ビスの条件に一致するすべてのパケットが WAE へリダイレクトされます。ip wccp redirect-list
コマンドを指定すると、アクセス リストに一致するパケットだけがリダイレクトされます。
WCCP を使用して WAE への要求のリダイレクションを開始するために必要なコマンドは、ip
wccp グローバル コンフィギュレーション コマンドと ip wccp redirect インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドだけです。WCCP 対応ルータのインターフェイスが、該当する発
信パケットかどうかをチェックし、パケットを WAE へリダイレクトするように指定するには、
ip wccp redirect インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ip wccp コ
マンドが有効でも、ip wccp redirect コマンドが無効の場合、WCCP 対応ルータは WAE を認識
しますが、この WAE を使用しません。
名前または番号でアクセス リストを指定するには、グループ メンバーシップの基準を定義す
る ip wccp group-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。次の例では、
access-list 1 permit 10.10.10.1 コマンドを使用して、WCCP サービス グループへの参加を許可す
る WAE の IP アドレスを定義しています。
Router(config)# ip wccp 61 group-list 1
Router(config)# ip wccp 62 group-list 1
Router(config)# access-list 1 permit 10.10.10.1

ヒント

WCCP サービス ファームに複数の WAE が存在している場合は、ロード バランシング割り当て
によって、パケット（管理トラフィックなど）は WAE デバイス自体に送信され、そこから
ファーム内の別の WAE にリダイレクトされる可能性があり、それによってパフォーマンスが
低下します。この状況を避けるため、WAE IP アドレスに送信されるトラフィックをリダイレ
クトから除外する WCCP リダイレクト リストを設定することを推奨します。
アクセス リストの詳細については、Cisco IOS IP アドレッシングおよびサービスのマニュアル
を参照してください。

ルータ上のサービス グループ パスワードの設定
セキュリティを目的として、WCCP バージョン 2 対応ルータとそれにアクセスする WAE に、
サービス パスワードを設定できます。正しいパスワードが設定されたデバイスだけに、WCCP
サービス グループへの参加が許可されます。
WCCP 対応ルータのグローバル設定モードから、次のコマンドを入力して、ルータの TCP 無差
別モード サービスに対してサービス グループ パスワードを指定します。
Router(config)# ip wccp 61 password [0-7] password
Router(config)# ip wccp 62 password [0-7] password

必須の password 引数は、WCCP バージョン 2 対応のルータに、指定したサービス グループか
ら受信したメッセージに MD5 認証を適用するよう指示する文字列です。認証で受け入れられ
なかったメッセージは廃棄されます。0 ～ 7 は、パスワードの暗号化に使用される HMAC MD5
アルゴリズムを示すオプションの値です。この値は、WAE の暗号化パスワードが作成された
ときに生成されます。7 の値を推奨します。オプションの password 引数は、ルータと WAE 間
の接続のセキュリティを確立するために、HMAC MD5 値と組み合わされるオプションのパス
ワード名です。
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WAAS Central Manager を使用して WAE上のサービス グループ パスワードを指定する方法につ
いては、WAE 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示を参照してください。

ルータ上のループバック インターフェイスの設定
ルータのループバック インターフェイスのなかで最も大きい IP アドレスが、WAE へのルータ
の識別に使用されます。
次の例では、ループバック インターフェイスを設定し、コンフィギュレーション モードを終
了し、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションとして保存して
います。
Router(config)# interface Loopback0
Router(config-if)# ip address 111.111.111.111 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
Router# copy running-config startup-config

WCCP コントロール パケット向けのルータ QoS の設定
WAAS は Diffserv コード ポイント（DSCP）値 192 でマーキングした WCCP コントロール パ
ケットを送信します。（バージョン 4.2 よりも前の WAAS では、パケットはマーキングされま
せん）ルータがこのプライオリティ値を活用するには、DSCP 値を調べて、ルータのマルチレ
イヤ スイッチング（MLS）の Quality of Service（QoS）ポートの信頼状態を設定し、トラ
フィックを分類する必要があります。ルータを適切に設定するには、WAE に接続されたイン
ターフェイス上で、インターフェイス コンフィギュレーション モードで mls qos trust dscp コ
マンドを使用します。

WAE 上での WCCP の設定
ここでは、次の内容について説明します。

（注）

•

ロード バランシングと WAE に関する情報

•

パケット転送方式に関する情報

•

WAE 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示

•

ANC 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示

•

WAE 用の WCCP ルータ リストの設定および表示

•

WCCP の正常なシャットダウンのための WAE の設定

•

WAE 用の固定バイパス リストの設定

•

代行受信アクセス コントロール リストの設定

•

WCCP 代行受信接続の出力方式の設定

この項の手順を実行する前に、『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』
の説明に従って、ルータと WAE 上の WCCP バージョン 2 と TCP 無差別モード サービスの基本
的な設定など、WAAS ネットワークの初期設定が完了しているものとします。
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ロード バランシングと WAE に関する情報
WCCP 対応の複数の WAE を展開して、動的なロード バランシングを実装することで、サービ
ス グループ内の個々の WAE に転送される負荷の調整を行うことができます。WCCP 対応ルー
タが受信した IP パケットは、WAE へ転送する必要のある要求であるかどうかがチェックされ
て判断されます。パケット検査には、要求と定義されたサービス基準との照合が含まれます。
これらのパケットは、どの WAE（存在する場合）がリダイレクトされたパケットを受信する
必要があるかを判断するために、ルータ上の処理ルーチンへ渡されます。

（注）

WAAS AppNav 導入では、ANC のみがサービス グループに含まれ、ルータによりロード バラ
ンシングが行われます。ルータは最適化を行っている WAE（WNG）にトラフィックを送信し
ません。代わりに、ANC が、最適化を行っている WNG にトラフィックを分散します。
ロード バランシングを使用すると、複数の WAE 間でトラフィックの負荷バランスを取ること
ができます。ロード バランシングを使用すると、過負荷の WAE から、使用可能なキャパシ
ティを持つその他の WAE へ負荷を移動して、WAE に割り当てられている一連のハッシュ アド
レス バケットを調整することができます。この技術では、ハッシュとマスキングの 2 つの割り
当て方式が使用されます。
割り当て方式とは、WCCP が WAE 間に負荷を分散するために使用する方式を示します。2 つの
ロード バランシング割り当て方式は、ハッシュとマスキングです。マスク ロード バランシン
グ方式が指定されていない場合は、ハッシュ ロード バランシング方式が使用されます。これ
は、デフォルトの方式です。

（注）

WAAS AppNav 導入では、マスク割り当て方式のみがサポートされ、これがデフォルトになり
ます。
WCCP は、ハッシュ関数に基づくリダイレクションをサポートします。ハッシュ キーは、パ
ケットの送信元または送信先 IP アドレスをベースにすることができます。WAFS の場合、ロー
ド バランシング ハッシュは、送信元 IP アドレス（デフォルト）、送信先 IP アドレス、または
その両方に基づいています。
ハッシュ関数は、送信元 IP アドレスを使用して、パケットの割り当て先となるアドレス バ
ケットを取得します。その後、この送信元アドレス バケットは、存在する WAE の数と WAE の
使用状況に応じて、特定の WAE にマッピングされます（図 5-2 を参照）。
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図 5-2

IP アドレスのハッシュによるロード バランシング
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第5章

WAE が処理しないパケットは、送信元の同じルータへ返信されます。ルータは、正式にリダ
イレクトされたパケットを受信した場合に、それを再度リダイレクトしてはならないことを認
識します。
送信先 IP アドレス ハッシュは、1 つの WAE が 1 つの特定のファイル サーバだけをキャッシュ
するように保証します。この方式により、ローカル一貫性ディレクティブをファイル サーバの
内容に安全に適用できるため（内容に他の共同作業が行われていない場合）、パフォーマンス、
WAN リンク、およびディスクの使用率が向上します。ファイル サーバ上のアクティビティは
一様でないため、この方式では、負荷が不均等に分散されることがあります。
送信元 IP アドレスのハッシュの方が、ブランチ オフィスの WAE 上のキャッシュ間のセッショ
ン分散に適しています。この方式は、パフォーマンス、WAN リンク、およびディスク使用率
に影響する場合があります（ロード バランシングを適用するときに考慮する必要がある要因に
ついては、前の説明を参照してください）。また、クライアントの IP アドレスが変更されると
（DHCP 環境で動作中に発生する場合がある）、クライアントが別のブランチ オフィスの WAE
に切り替えることがあります。これにより、クライアントのワーキング セットが新しいキャッ
シュに取り込まれるまで、クライアントのパフォーマンスが低下することがあります。
クライアント IP アドレスに基づくハッシュは、ハッシュ キーの局所性を一切保証しません。
たとえば、同じサブネットのクライアント（同じ内容を共有し、同じ内容に対して共同作業し
ている可能性がある）に、2 つの異なるハッシュ番号が割り当てられ、それによってそれぞれ
異なるブランチ オフィスの WAE にリダイレクトされる場合もあれば、異なるサブネットのク
ライアントに同じハッシュ番号が割り当てられ、同じブランチ オフィスの WAE にリダイレク
トされる場合もあります。クライアント IP アドレスに基づくハッシュは、一貫性を保証しま
す。たとえば、同じ IP アドレスを使用しているクライアントは、同じブランチ オフィスの
WAE にリダイレクトされます。
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サービス ファームの中で、使用できる WAE の間で負荷を分散するハッシュ テーブルを作成す
るために、リード WAE が選択されます。リード WAE は、均等にバケットを分散します。送信
元 IP アドレスがハッシュされ、その結果割り当てられたバケットに従い、パケットを処理する
WAE が決定されます。
WCCP は、マスク値割り当てによるリダイレクションをサポートします。この方式は、マスキ
ングに依存して、リダイレクションに関する決定を下します。決定は、WCCP 対応ルータの特
殊なハードウェア サポート機能を使用して実行されます。この方式は、ハードウェアがパケッ
トを交換するため、非常に効率的です。

（注）

マスキング方式は、Catalyst 3750、Catalyst 4500、および Catalyst 6500 シリーズ スイッチ、
Cisco 7600 シリーズ ルータ、および Cisco ASR 1000 Aggregation シリーズ ルータとのロード バ
ランシングに使用できます。また、Cisco IOS リリース 12.4(20)T 移行のリリースを実行してい
る Cisco 2800、3800、および 7200 シリーズ ルータとのロード バランシングに使用することも
できます。
マスキングは、明示的に指定する必要があります。パケットの送信先または送信元の IP アドレ
スに基づいた 2 つのマスキングの値を指定できます。WAAS の場合、デフォルトのマスク値
は、送信先 IP アドレスに基づいています。デフォルト値を使用するか、特定のマスク値を指定
することで、マスクを有効にすることができます。デフォルトのマスク値（16 進数表記）は、
次のとおりです。
•

dst-ip-mask= 0x0

•

src-ip-mask= 0xF00

最大 7 ビットのマスク値が指定できます。WAE は、27（128）通りの組み合わせのテーブルを
作成し、WAE の IP アドレスをその組み合わせに割り当て、このテーブルを WCCP 対応ルータ
に送信します。ルータは、このテーブルを使用して、サービス グループ内のすべての WAE に
トラフィックを分散します。WCCP サービス パラメータと一致する各パケットがこのテーブル
と比較され、対応する WAE へ送信されます。
異なるマスクを持つ WAE がサービス ファームに存在している場合、ルータとの双方向通信を
確立する最初の WAE によってファームのマスクが決定します。その他の WAE はいずれも、同
一のマスクが設定されない限り、ファームに参加できません。
マスキングは通常、Catalyst 6500 シリーズ スイッチなど、ハードウェアによって加速されるス
イッチの WCCP リダイレクト機能を利用できるデータセンターで使用されます。データセン
ターにおけるロード バランシングの目的は、所定のクライアント サブネット（通常はブラン
チと同等）から開始されたすべての接続を 1 つのデータセンターの WAE に集め、データ冗長
性除去（DRE）の圧縮パフォーマンスを向上させることにあります。また、Catalyst 6500 シ
リーズ スイッチでのマスク割り当てには、ACL Ternary Content Address Memory（TCAM）が使
用されます。WCCP リダイレクト リストと組み合わせると、マスク割り当てに TCAM の大部
分が使用される場合があります。TCAM の使用量を最小限に抑えるには、ケア ビットの少ない
マスクを使用します。
WAAS バージョン 4.2.1 以降について上記の検討事項を考慮した結果、デフォルト マスクは
src-ip-mask 0x1741 および dst-ip-mask 0x0（4.1x バージョン）から src-ip-mask 0xF00 および
dst-ip-mask 0x0（4.2.1 以降のバージョン）に変更されました。現在のソース IP マスクは、旧
バージョンのマスクが使用していた 6 ケア ビットではなく 4 ケア ビットだけを使用します。
通常のデータセンター WCCP 代行受信設定では（WAN のサービス 61 を使用した入力代行受
信、LAN のサービス 62 を使用して入力代行受信）、このマスクでは /24 ブランチ サブネットの
ロード バランシングを行えます（/24 サブネットの最後の 4 ビットを抽出します）。1 つのブラ
ンチ サブネットからの接続は、1 つのデータセンター WAE へ固定されます。ネットワークに
さまざまな IP アドレスが分散している場合（/16 サブネットなど）、アドレスの /16 ネットワー
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ク部分からビットを抽出するマスク（src-ip-mask 0xF0000 など）を設定する必要があります。
同様に、ブランチが他のブランチより多くのトラフィックを発生する場合、アドレスのホスト
部分からもビットを抽出するマスク（0xF03 など）を作成できます。

パケット転送方式に関する情報
WCCP 対応ルータは、次の 2 つのパケット転送方式のいずれかを使用して、代行受信した TCP
セグメントを WAE へリダイレクションします。
•

総称ルーティング カプセル化（GRE）：WAE へのパスに存在するルータの数に関わらず、
パケットはその WAE に到達できます。

•

レイヤ 2 リダイレクション：パケットは、レイヤ 2（MAC 層）で交換され、WAE に到達で
きます。

表 5-2 で、パケット転送方式について説明します。
表 5-2

パケット転送方式

パケット転送
方式

ロード バランシング方式：
ハッシュ

GRE（レイヤ 3）

パケット リダイレクションは、 パケット リダイレクションは、ルータ
ルータ ソフトウェアによって完 ソフトウェアによって処理されます。
全に処理されます。
パケット転送方式として GRE が使用さ
れている場合に、マスク割り当てを使
用することは推奨しません。

レイヤ 2 リダイレ 最初にリダイレクトされたパ
クション
ケットは、ルータ ソフトウェア
によって処理されます。それ以
降にリダイレクトされたパケッ
トはすべて、ルータ ハードウェ
アによって処理されます。

ロード バランシング方式：
マスキング

すべてのパケットが、ルータ ハード
ウェアによって処理されます（特殊な
ハードウェアが必要となるため、現時
点では、Catalyst 6500 シリーズ スイッ
チまたは Cisco 7600 シリーズ ルータだ
けでサポートされています）。

リダイレクション モードは、ブランチ オフィスの WAE によって制御されます。WCCP サービ
ス グループに最初に加入したブランチ オフィスの WAE が、転送方式（GRE またはレイヤ 2 リ
ダイレクション）と割り当て方式（ハッシュまたはマスキング）を決定します。「マスク割り
当て」という用語は、WCCP レイヤ 2 ポリシー フィーチャ カード 2（PFC2）入力リダイレク
ションを指しています。
WCCP 出力リダイレクションにおいてマスキングを選択すると、ブランチ オフィスの WAE は、
マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード（MSFC）およびポリシー フィーチャ カード（PFC）
で使用されているオリジナルのハードウェア アクセラレーションに戻ります。
たとえば、WCCP はパケットをフィルタして、リダイレクトされたパケットのうち、どれがブ
ランチ オフィスの WAE から戻されたパケットか、どれが戻されたパケットではないかを判別
します。ブランチ オフィスの WAE でパケットを処理する必要がないと判断されたため、
WCCP は戻されたパケットをリダイレクトしません。WCCP バージョン 2 は、ブランチ オフィ
スの WAE が処理しないパケットを、送信元のルータへ返信します。
ここでは、次の内容について説明します。
•

パケットの拒否と返信の理由

•

パケット転送方式としてのレイヤ 3 GRE

•

パケット転送方法としてのレイヤ 2 リダイレクション

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

5-15

第5章

トラフィック代行受信の設定

WAE 上での WCCP の設定

パケットの拒否と返信の理由
ブランチ オフィスの WAE は次の理由により、パケットを拒否して返信します。

（注）

•

パケット処理が逆効果となるような特定の状況、たとえば、IP 認証がオンになっている場
合などを、WAE が除外しているため。

•

WAE で固定バイパス リストまたは代行受信 ACL を設定したため。

パケットは、WCCP 対応ルータとブランチ オフィスの WAE との間の接続の送信元にリダイレ
クトされます。使用されている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンによって、この送信元は
発信インターフェイスの場合もあれば、ルータ IP アドレスの場合もあります。後者の場合は、
ブランチ オフィスの WAE のルータ リストに WCCP 対応ルータの IP アドレスが格納されてい
なければなりません。ルータ リストの詳細については、WAE 用の WCCP ルータ リストの設定
および表示を参照してください。
Cisco Express Forwarding（CEF）は、WCCP に必要であり、ルータで有効になっている必要が
あります。
また、WCCP を使用して、ルータ リストの複数のルータが特定の WCCP サービス（たとえば、
SMB リダイレクション）をサポートするように設定することができます。

パケット転送方式としてのレイヤ 3 GRE
WCCP 対応ルータは、代行受信した要求を WAE にリダイレクトし、GRE を使用してパケット
をカプセル化することができます。このパケット転送方式では、WAE へのパスに複数のルー
タが存在する場合でも、パケットはその WAE に到達できます。パケット リダイレクションは、
ルータ ソフトウェアによって完全に処理されます。
GRE は、WCCP 対応ルータでデータグラムを IP パケットにカプセル化し、その後 WAE にリダ
イレクトします（トランスペアレント プロキシ サーバ）。この中間の宛先で、データグラムは
カプセル化が解除され、その後、WAAS ソフトウェアによって処理されます。要求をローカル
に処理できない場合は、関連する WAE が元のサーバに接触して要求を完了できます。その場
合、内部データグラムから見て、元のサーバへのトリップ分は 1 ホップと見なされます。通
常、GRE を使用してリダイレクトされたトラフィックは、GRE トンネル トラフィックと呼ば
れます。GRE を使用した場合、リダイレクションはすべて、ルータ ソフトウェアによって処
理されます。
WCCP リダイレクションを使用する場合、ルータの接続の宛先ポート上の WCCP は有効になっ
ているため、Cisco ルータは TCP SYN パケットを宛先へ転送しません。その代わり、WCCP 対
応ルータが GRE トンネリングを使用してパケットをカプセル化し、この WCCP 対応ルータか
らリダイレクトされたパケットを受け入れるように設定された WAE へそのパケットを送信し
ます。
リダイレクトされたパケットを受信すると、WAE は次のように処理します。
1.

パケットから GRE レイヤを取り除きます。

2.

次のように、リダイレクトされたこのパケットを受け付けて内容の要求を処理するか、リ
ダイレクトされたパケットを拒否するかを決定します。
– WAE は、要求を受け入れる必要があると判断した場合は、TCP SYN ACK パケットを
クライアントへ送信します。WAE は、WAE がクライアントに見えない（透過的）よう
に、この応答パケットの中で送信元アドレスとして指定された元の送信先（元のサー
バ）の IP アドレスを使用します。WAE は、クライアントからの TCP SYN パケットの
送信先であるかのように動作します。
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– WAE は、要求を受け入れる必要がないと判断した場合は、GRE を使用して TCP SYN
パケットを再度カプセル化し、WCCP 対応ルータへ返します。ルータは、WAE がこの
接続に関与していないことを認識し、パケットを元の送信先（つまり、元のサーバ）
へ転送します。

パケット転送方法としてのレイヤ 2 リダイレクション
レイヤ 2 リダイレクションは、WCCP 対応ルータまたはスイッチが、レイヤ 2 で WCCP トラ
フィック代行受信およびリダイレクションを部分的または完全に実装している内部ハードウェ
ア スイッチを使用している場合に実現されます。このタイプのリダイレクションは、現在、
Catalyst 6500 シリーズ スイッチと、Cisco 7200 および 7600 シリーズ ルータだけでサポートさ
れています。レイヤ 2 リダイレクションでは、最初にリダイレクトされたトラフィック パケッ
トがルータ ソフトウェアによって処理されます。それ以降のトラフィックは、ルータ ハード
ウェアによって処理されます。ブランチ オフィスの WAE は、特定のパケット フィールドに
ビット マスクを適用し、その後、マスク インデックス アドレス テーブルの形式でマスクの結
果またはインデックスをサービス グループ内のブランチ オフィスの WAE にマッピングするよ
う、ルータまたはスイッチに指示します。リダイレクション プロセスは、スイッチング ハー
ドウェアによって加速されるため、レイヤ 2 リダイレクションの方がレイヤ 3 GRE に比べ効率
的です。

（注）

WCCP は、WAE 上だけで使用が許可されており、リダイレクト ルータでの使用は許可されて
いません。WCCP が、ルータやスイッチの正常な動作を妨げることはありません。

WAE 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示
この項では、アプリケーション アクセラレータとして設定された、AppNav クラスタの一部で
ある WAE 上で WCCP の設定または WCCP 設定の表示を行う方法について説明します
（AppNav クラスタの一部である WAE では、appnav-controller 代行受信方式のみを使用します）。
AppNav コントローラとして設定された WAE 上で WCCP の設定または WCCP 設定の表示を行
う場合は、ANC 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示を参照してください。
デバイス グループの設定は、WAAS バージョン 5.0 では行えません。ただし、設定ウィンドウ
の [Copy Settings] タスクバー アイコンを使用して、ネットワークの他のデバイスに設定をコ
ピーできます。一貫性を確保するため、同じ WCCP サービス ファームのすべてのデバイスに
同じ WCCP 設定をコピーすることを推奨します。
（注）

この項の手順を実行する前に、『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』
の説明に従って、TCP 無差別モード サービスの設定など、WAAS ネットワーク用の基本的な
WCCP の設定はすでに完了しているものとします。
WAE 用の WCCP の設定を変更するには、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] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択します。[Interception
Configuration] ウィンドウが表示されます。（図 5-3 を参照）。
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（注）

図 5-3

ステップ 3

バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスを設定する場合は、
[Configure] > [Interception] > [WCCP] > [Settings] を選択して、WCCP 設定を行います。
設定ウィンドウの見た目は異なりますが、同様の設定があります。
WAE の [Interception Configuration] ウィンドウ

選択したデバイスの現在の設定を確認します。
•

現在の設定を保持し、ウィンドウを閉じるには、[Reset] をクリックします。

•

現在の設定を削除するには、[Remove Settings] タスクバー アイコンをクリックします。

•

現在の設定を変更するには、この手順の残りの説明に従って現在の設定を変更します。

•

ネットワークの他の WAE に設定をコピーするには、[Copy Settings] タスクバー アイコンを
クリックします。[Copy Interception Settings] ウィンドウが開きます。このウィンドウで、
代行受信設定をコピーできる他の WAE を選択できます。すべての設定をコピーするか、ま
たはルータ リストを除外し、WCCP サービスを有効にできます。[OK] をクリックして、
選択した WAE デバイスに設定をコピーします。
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デフォルトで、WAE 上の WCCP は無効になっています。ただし、WAAS ネットワークでの
WCCP の初期設定の一環として、WAE（ブランチ オフィスの WAE とデータセンターの WAE）
とこれらの要求を透過的に WAE へリダイレクトするデータセンターとブランチ オフィスの
ルータで、WCCP バージョン 2 が有効になっている必要があります。WAAS ネットワークで基
本的な WCCP 設定を実行する手順については、『Cisco Wide Area Application Services Quick
Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 4

[Interception Method] ドロップダウン リストから、[wccp] を選択して WCCP 代行受信方式を有
効にします。この設定を [None] 以外のいずれかの設定から変更する場合は、[Submit] ボタンを
クリックして、WCCP を設定するための適切なフィールドでウィンドウを更新してください。
（バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合、[Interception Method] ド
ロップダウン リストは表示されません）。

ステップ 5

[Enable WCCP] チェックボックスを選択して、選択したデバイスの WCCP バージョン 2 を有効
にします。または、チェックボックスの選択を解除して、選択したデバイスの WCCP を無効に
します。

ステップ 6

（注）

WCCP 環境で使用しているルータで、WCCP バージョン 2 をサポートするバージョンの
Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認します。

（注）

Central Manager を使用して WAAS デバイス上での WCCP を無効にした場合、Central
Manager は wccp shutdown max-wait グローバル コンフィギュレーション コマンドによ
る設定を無視して WCCP をただちにシャットダウンし、すべての既存の接続を終了し
ます。WCCP 接続を正常にシャットダウンする場合は、WAAS デバイス上で no enable
WCCP コンフィギュレーション コマンドを使用します。

[Service ID1] フィールドで、WCCP サービス ペアの最初のサービス ID を指定します。送信後
に、[Service ID2] フィールドには、[Service ID1] よりも 1 つ大きいペアの 2 番目のサービス ID
が表示されます。バージョン 4.4.1 以降を使用する WAE では、デフォルトの 61/62 から異なる
数字のペアに WCCP サービス ID を変更できます。異なるファーム内の WAE は別のサービス
ID を使用することがあるため、これによって、ルータは複数の WCCP ファームをサポートで
きます。（バージョン 4.4 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合は、[Service ID]
フィールドが表示されず、サービス ID は 61/21 に固定されます）。
ルータ サービスの優先順位は、サービス ID の数値とは逆になります。デフォルト サービス ID
61/62 のサービス優先順位は 34 です。より小さいサービス ID を指定した場合、サービス優先
順位は 34 よりも高くなります。より大きいサービス ID を指定した場合、サービス優先順位は
34 よりも低くなります。

ステップ 7

[Use Default Gateway as WCCP Router] チェックボックスを選択して、WCCP TCP 無差別モード
サービスに関連付けるルータとして、WAE デバイスのデフォルト ゲートウェイを使用します。
または、このボックスの選択を解除し、ルータの IP アドレスで 1 台以上のルータを指定します
（複数の場合はスペースで区切る）。Central Manager によりルータ リスト番号が割り当てられま
す。この番号は、ページの送信後にルータ リスト フィールドの横に表示されます。WAAS
ネットワークの初期設定の一環として、『Cisco Wide Area Application Services Quick
Configuration Guide』の説明に従って、設定ユーティリティを使用して WCCP ルータ リストが
すでに作成されている場合があります。WCCP ルータ リストの詳細については、WAE 用の
WCCP ルータ リストの設定および表示を参照してください。
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（注）

[Use Default Gateway as WCCP Router] チェックボックスの選択/選択解除、ルータ リス
トの変更、または WCCP ページの送信を行うと、WCCP サービスに割り当てられてい
ない他のすべての既存のルータ リスト（設定ユーティリティまたは CLI を使用して設
定したルータ リストを含む）が削除されます。

ステップ 8 （任意）設定した割り当て方式だけを使用するように WCCP に強制するには、[Only Use

Selected Assignment Method] チェックボックスを選択します。ブランチ オフィスの WAE サービ
ス グループ内の WCCP サービスごとにどちらか一方のロード バランシング方式（ハッシュま
たはマスキング）を指定できます。（このチェックボックスは、4.4 よりも前のバージョンの
WAAS を使用しているデバイスでのみ表示されます）。
（注）

[Only Use Selected Assignment Method] チェックボックスを選択した場合は、WAE で設
定した割り当て方式がルータでサポートされている場合に限り、WAE は WCCP ファー
ムに参加します。[Only Use Selected Assignment Method] チェックボックスの選択を解除
した場合は、WAE がルータとは別に設定されている場合でも、WAE ではルータがサ
ポートする割り当て方式が使用されます。

ステップ 9 （任意）[Assignment Method] ドロップダウン リストから、使用する WAE ロード バランシング

割り当て方式の種類を選択します。
•

ハッシュ方式（5.0 よりも前のバージョンの WAAS を使用しているデバイスのデフォルト）
を使用する場合は、[Hash] を選択します。ステップ 10 と ステップ 11 を実行してハッシュ
の動作を定義し、マスク設定は使用されていないので ステップ 13 に進みます。

•

マスク方式（バージョン 5.0 以降の WAAS を使用しているデバイスのデフォルト）を使用
する場合は、[Mask] を選択します。サービス マスクを定義するには、ステップ 12 に進み
ます。

詳細については、ロード バランシングと WAE に関する情報を参照してください。
ステップ 10 （任意）送信元 IP アドレスの WCCP サービス ID1 にロード バランシング ハッシュを定義する

には、[Hash on Source IP] チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、ハッシュ
割り当て方式が使用されている場合だけ表示されます。
ステップ 11 （任意）宛先 IP アドレスの WCCP サービス ID1 にロード バランシング ハッシュを定義するに

は、[Hash on Destination IP] チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、ハッ
シュ割り当て方式が使用されている場合だけ表示されます。
ステップ 12 （任意）カスタム サービス マスクを使用するには、[WCCP Assignment Settings for Load

Balancing] 領域で異なるマスク値を入力し、デフォルトのマスク設定を上書きします。これら
の設定を変更しない場合は、デフォルトが使用されます。次のようにカスタム マスクを定義し
ます。
•

[Source IP Mask] フィールドで、パケットの送信元 IP アドレスと照合するために使用する
IP アドレス マスク（16 進数）を指定します（たとえば、FE000000）。指定できる範囲は
00000000 ～ FE000000 です。デフォルトは F00 です。

•

[Destination IP Mask] フィールドで、パケットの宛先 IP アドレスと照合するために使用する
IP アドレス マスク（16 進数）を指定します（たとえば、FE000000）。指定できる範囲は
0000000 ～ FE000000 です。デフォルトは 0 です。

（注）

バージョン 4.1.x よりも前の WAAS を実行する WAE にデフォルト マスクを適用した場
合、マスクは、バージョン 4.1.x よりも前の WAAS で設定されたデフォルト マスク
（0x1741）とは異なります。
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設定されたマスクがファーム内の 1 つまたは複数のルータによってアドバタイズされたものと
同じではないことを WAE が検出した場合、このマスクがファームへ加わることは許可されず、
「Configured mask mismatch for WCCP」というメジャー アラームが出力されます。このアラーム
は、WAE がすでに他の WAE が設定されているファームに加わろうとし、これらの他の WAE
が別のマスクを使用して設定されている場合に、出力されることがあります。ルータは、他の
WAE が同じマスクをアドバタイズするのでない限り、これらの WAE がファームへ加わること
を許可しません。このアラームを解消するには、ファーム内のすべての WAE が同じマスクを
使用して設定されていることを確認します。このアラームは、WAE で設定されているマスク
が、ファーム内のすべてのルータのマスクに一致した場合にクリアされます。
ステップ 13 [Redirect Method] ドロップダウン リストから、使用するパケット リダイレクション（転送）方

式の種類を選択します。
•

[WCCP GRE]（バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスのデフォルト）：
レイヤ 3 GRE パケット リダイレクションを使用します。

•

[WCCP L2]（WAAS バージョン 5.0 以降を使用しているデバイスのデフォルト）
：WAE がデ
バイスとレイヤ 2 接続を確立していて、デバイスがレイヤ 2 リダイレクション用に設定さ
れている場合に、WAE が WCCP バージョン 2 対応スイッチまたはルータから透過的にリ
ダイレクトされたトラフィックを受信できるようにします。詳細については、パケット転
送方式に関する情報を参照してください。

（注）

IP アンナンバードがホスト ルータの VirtualPortGroup インターフェイスに設定されてい
る場合は、ISR-WAAS デバイスで WCCP L2 リダイレクションを使用しないでください。
デバイスは WCCP ファームと組み合わせることはできません。missing_assignment ア
ラームが発生します。

ステップ 14 [Return Method] ドロップダウン リストから、最適化されていない（バイパスされた）パケット

をルータに返信するために使用する方式の種類を選択します。
•

[WCCP GRE]（デフォルト）：GRE パケット返信を使用します。

•

[WCCP L2]：パケット返信にレイヤ 2 リライトを使用します。

[Return Method] ドロップダウン リストは、バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデ
バイスでのみ表示されます。WAAS バージョン 5.1 の場合、リターン方式はリダイレクト方式
と同じものに設定されます。WAAS バージョン 5.2 以降の場合、リターン方式がリダイレクト
方式と同じルータと自動的にネゴシエートします（ルータがサポートしている場合）。ルータ
がリダイレクション方式と一致するリターン方式をサポートしていない場合、リターン方式は
ルータによってサポートされるリターン方式に設定されます。たとえば、リダイレクション方
式が WCCP L2 に設定されているが、ルータが GRE リターン方式のみをサポートする場合、リ
ターン方式は WCCP GRE に設定されます。
ステップ 15 （任意）[Egress Method] ドロップダウン リストから、最適化されたパケットをルータまたはス

イッチに返信するために使用する方式を選択します。
•

Generic GRE（[Redirect Method] が [WCCP GRE] の場合にのみ使用可能で、デフォルトとし
て設定されます）

•

IP Forwarding

•

L2（[Redirect Method] が [WCCP L2] の場合にのみ使用可能で、デフォルトとして設定され
ます）

•

WCCP GRE（[Redirect Method] が [WCCP GRE] の場合にのみ使用可能）

バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合、選択肢は [IP Forwarding]
（デフォルト）、[WCCP Negotiated Return]、または [Generic GRE] になります。出力方式の選択
の詳細については、WCCP 代行受信接続の出力方式の設定を参照してください。
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ステップ 16 （任意）次のように、[Advanced WCCP Settings] 領域で現在の詳細設定を変更します。
•

デバイスが起動したときやデバイスに新しいトラフィックが再割り当てされる際に、TCP フ
ローを維持し、デバイスに過剰な負荷がかかるのを防止するには、[Enable Flow Protection]
チェックボックスをオンにします。フローの保護はデフォルトで無効になります。

•

[Flow Protection Timeout] フィールドで、フローの保護が有効になる時間（秒）を指定しま
す。デフォルトは 0 で、これはタイムアウトなしで有効な状態が維持されることを意味し
ます。
（バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合、[Flow Protection
Timeout] フィールドは表示されません）。
（注）

•

[Enable Flow Protection] チェック ボックスと [Flow Protection Timeout] フィールドは
WAAS v6.0.1 では有効になっていません。

[Shutdown Delay] フィールドで、選択したデバイスが WCCP の正常なシャットダウンを実
行するのを待つ最大時間（秒）を指定します。デフォルトは 120 秒です。
WAE は、すべての接続が処理されるか、（この [Shutdown Delay] フィールドで指定した）
WCCP 用の最大待ち時間が経過するまで再起動しません。

•

[Failure Detection Timeout] ドロップダウン リストで、障害検出タイムアウト値を選択しま
す（9 秒、15 秒、または 30 秒）。デフォルトは 30 秒です。これは、4.4.1 よりも前の WAAS
バージョンでサポートされている唯一の値です。この障害検出値によって、ルータが WAE
障害を検出するまでにかかる時間が決定されます。
（バージョン 4.4 よりも前の WAAS を使
用しているデバイスの場合、[Failure Detection Timeout] フィールドは表示されません）。
障害検出タイムアウト値は、ルータとネゴシエートされ、ルータに可変タイムアウト機能が
ある場合にだけ有効になります。ルータの固定タイムアウトが 30 秒で、WAE で、デフォル
トの 30 秒以外の障害検出値を設定した場合、WAE は、ファームに参加できず、アラームが
生成されます（「Router unusable」とその原因「Timer interval mismatch with router」
）
。

•

[Weight] フィールドで、ロード バランシングに使用される重み値を指定します。重み値の
範囲は、0 ～ 10000 です。サービス グループ内の WAE の全重み値の合計が 100 以下である
場合、重み値はそのまま、ロード バランシングのためにデバイスにリダイレクトされる合
計負荷に対する比率となります。たとえば、重み値 10 の WAE は、すべての重み値の合計
が 50 のサービス グループで合計負荷の 10% を受け取ります。そのようなサービス グルー
プの WAE に障害が発生した場合、別の WAE は障害前と同じ負荷パーセントを受け取り、
障害のある WAE に割り当てられた負荷は受け取りません。
サービス グループで WAE のすべての重み値の合計が 101 ～ 10000 の間である場合、重み
値は、サービス グループでのアクティブな WAE すべての合計の重み付けの割合として扱
われます。たとえば、重み値 200 の WAE は、すべての重み値の合計が 800 のサービス グ
ループで合計負荷の 25% を受け取ります。そのようなサービス グループの WAE に障害が
発生した場合、別の WAE が障害のある WAE に割り当てられていた負荷を受け取ります。
フェールオーバーの処理は、重みの合計が 100 以下の場合と異なります。
デフォルトで、重みは割り当てられず、トラフィックの負荷はサービス グループ内の WAE
の間で均等に分散されます。

•

[Password] フィールドで、クラスタ内の WAE と指定したサービス用のルータ間の安全なト
ラフィックに使用するパスワードを指定します。クラスタ内の他のすべての WAE とルータ
を同じパスワードで有効にします。パスワードの長さは、8 文字以内です。スペース、左
一重引用符（`）、二重引用符（"）、パイプ（|）、または疑問符（?）の文字は使用しないで
ください。[Confirm Password] フィールドに、パスワードを再入力します。
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（注）

CLI を使用してルータ上のサービス グループのパスワードを指定する方法について
は、ルータ上のサービス グループ パスワードの設定を参照してください。

ステップ 17 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

CLI から WCCP 設定を行うには、最初に interception-method グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して代行受信方式を設定する必要があります。次に、wccp router-list、
wccp shutdown、および wccp tcp-promiscuous のグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用できます。
WAE 上の WCCP バージョン 2 の正常なシャットダウンの詳細については、WCCP の正常な
シャットダウンのための WAE の設定を参照してください。

ANC 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示
この項では、AppNav コントローラ（ANC）として設定された WAAS デバイス上で、WCCP の
設定または WCCP 設定の表示を行う方法について説明します。通常は WCCP の設定を含む
Central Manager の AppNav クラスタ ウィンドウを使用して、ANC およびその構成を設定しま
す。そのため、このセクションで説明されているように、AppNav クラスタ コンテキスト外で
WCCP の設定をする必要はありません。
アプリケーション アクセラレータとして設定された WAE 上で WCCP の設定または WCCP 設定
の表示を行う場合は、WAE 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示を参照してくださ
い。AppNav コントローラの WAAS ノードとして動作する WAE 上で代行受信設定を行うには、
AppNav 代行受信の設定を参照してください。
デバイス グループの設定は、WAAS バージョン 5.0 では行えません。ただし、設定ウィンドウ
の [Copy Settings] タスクバー アイコンを使用して、ネットワークの他のデバイスに設定をコ
ピーできます。一貫性を確保するため、同じ WCCP サービス ファームのすべてのデバイスに
同じ WCCP 設定をコピーすることを推奨します。
ANC 用の WCCP の設定を変更するには、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] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択します。[Interception
Configuration] ウィンドウが表示されます。（図 5-4 を参照）。
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図 5-4

ステップ 3

ANC の [Interception Configuration] ウィンドウ

選択したデバイスの現在の設定を確認します。
•

現在の設定を保持し、ウィンドウを閉じるには、[Reset] をクリックします。

•

現在の設定を削除するには、[Remove Settings] タスクバー アイコンをクリックします。

•

現在の設定を変更するには、この手順の残りの説明に従って現在の設定を変更します。

•

ネットワークの他の WAE に設定をコピーするには、[Copy Settings] タスクバー アイコンを
クリックします。[Copy Interception Settings] ウィンドウが開きます。このウィンドウで、
代行受信設定をコピーできる他の WAE を選択できます。すべての設定をコピーするか、ま
たはルータ リストを除外し、WCCP サービスを有効にできます。[OK] をクリックして、
選択した WAE デバイスに設定をコピーします。

デフォルトで、WAE 上の WCCP は無効になっています。ただし、WAAS ネットワークでの
WCCP の初期設定の一環として、WAE（ブランチ オフィスの WAE とデータセンターの WAE）
とこれらの要求を透過的に WAE へリダイレクトするデータセンターとブランチ オフィスの
ルータで、WCCP バージョン 2 が有効になっている必要があります。WAAS ネットワークで基
本的な WCCP 設定を実行する手順については、『Cisco Wide Area Application Services Quick
Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 4

[Interception Method] ドロップダウン リストから、[wccp] を選択して WCCP 代行受信方式を有
効にします。この設定を [None] 以外のいずれかの設定から変更する場合は、[Submit] ボタンを
クリックして、WCCP を設定するための適切なフィールドでウィンドウを更新してください。

ステップ 5

[Enable WCCP Service] チェックボックスを選択して、選択したデバイスの WCCP バージョン 2
を有効にします。または、チェックボックスの選択を解除して、選択したデバイスの WCCP を
無効にします。
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（注）

WCCP 環境で使用しているルータで、WCCP バージョン 2 をサポートするバージョンの
Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認します。

（注）

Central Manager を使用して WAAS デバイス上での WCCP を無効にした場合、Central
Manager は wccp shutdown max-wait グローバル コンフィギュレーション コマンドによ
る設定を無視して WCCP をただちにシャットダウンし、すべての既存の接続を終了し
ます。WCCP 接続を正常にシャットダウンする場合は、WAAS デバイス上で no enable
WCCP コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 6 （任意）[Enable Single Service Mode] チェックボックスを選択して、シングル サービス モードを

有効にできます。シングル サービス モードでは、着信トラフィックと発信トラフィックに対
して同じサービス ID を使用することにより設定が簡素化されます。これが可能になるのは
AppNav 導入のみで、その理由は非対称トラフィック フローを処理できるからです。
ステップ 7

[Service ID1] フィールドで、WCCP サービスのサービス ID を指定します。
[Enable Single Service Mode] チェックボックスの選択が解除されている場合は、WCCP サービ
ス ID のペアが必要になり、[Service ID2] フィールドには、[Service ID1] よりも 1 つ大きいペア
の 2 番目のサービス ID が表示されます。デフォルトのサービス ID は 61 と 62 です。デフォル
トの 61/62 から異なる数字のペアに WCCP サービス ID を変更できます。異なるファーム内の
ANC は別のサービス ID を使用することがあるため、これによって、ルータは複数の WCCP
ファームをサポートできます。
ルータ サービスの優先順位は、サービス ID の数値とは逆になります。デフォルト サービス ID
61/62 のサービス優先順位は 34 です。より小さいサービス ID を指定した場合、サービス優先
順位は 34 よりも高くなります。より大きいサービス ID を指定した場合、サービス優先順位は
34 よりも低くなります。

ステップ 8

[Use Default Gateway as WCCP Router] チェックボックスを選択して、WCCP TCP 無差別モード
サービスに関連付けるルータとして、WAE デバイスのデフォルト ゲートウェイを使用します。
または、このチェック ボックスの選択を解除し、ルータの IP アドレスで 1 台以上のルータを
指定します（複数の場合はスペースで区切る）。Central Manager によりルータ リスト番号が割
り当てられます。この番号は、ページの送信後にルータ リスト フィールドの横に表示されま
す。WAAS ネットワークの初期設定の一環として、『Cisco Wide Area Application Services Quick
Configuration Guide』の説明に従って、設定ユーティリティを使用して WCCP ルータ リストが
すでに作成されている場合があります。WCCP ルータ リストの詳細については、WAE 用の
WCCP ルータ リストの設定および表示を参照してください。
（注）

[Use Default Gateway as WCCP Router] チェックボックスの選択/選択解除、ルータ リス
トの変更、または WCCP ページの送信を行うと、WCCP サービスに割り当てられてい
ない他のすべての既存のルータ リスト（設定ユーティリティまたは CLI を使用して設
定したルータ リストを含む）が削除されます。

ステップ 9 （任意）カスタム サービス マスクを使用するには、[WCCP Assignment Settings for Load

Balancing] 領域で異なるマスク値を入力し、デフォルトのマスク設定を上書きします。これら
の設定を変更しない場合は、デフォルトが使用されます。次のようにカスタム マスクを定義し
ます。
•

[Source IP Mask] フィールドで、パケットの送信元 IP アドレスと照合するために使用する
IP アドレス マスク（16 進数）を指定します（たとえば、FE000000）。指定できる範囲は
00000000 ～ FE000000 です。デフォルトは F です。
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•

[Destination IP Mask] フィールドで、パケットの宛先 IP アドレスと照合するために使用する
IP アドレス マスク（16 進数）を指定します（たとえば、FE000000）。指定できる範囲は
0000000 ～ FE000000 です。デフォルトは 0 です。

詳細については、ロード バランシングと WAE に関する情報を参照してください。
設定されたマスクがファーム内の 1 つまたは複数のルータによってアドバタイズされたものと
同じではないことを WAE が検出した場合、このマスクがファームへ加わることは許可されず、
「Configured mask mismatch for WCCP」というメジャー アラームが出力されます。このアラーム
は、WAE がすでに他の WAE が設定されているファームに加わろうとし、これらの他の WAE
が別のマスクを使用して設定されている場合に、出力されることがあります。ルータは、他の
WAE が同じマスクをアドバタイズするのでない限り、これらの WAE がファームへ加わること
を許可しません。このアラームを解消するには、ファーム内のすべての WAE が同じマスクを
使用して設定されていることを確認します。このアラームは、WAE で設定されているマスク
が、ファーム内のすべてのルータのマスクに一致した場合にクリアされます。
ステップ 10 （任意）次のように、[Advanced WCCP Settings] 領域で現在の詳細設定を変更します。
a.

[Redirect Method] ドロップダウン リストから、使用するパケット リダイレクション（転
送）方式の種類を選択します。
– [WCCP GRE]：レイヤ 3 GRE パケット リダイレクションを使用します。
– [WCCP L2]（デフォルト）
：WAE がデバイスとレイヤ 2 接続を確立していて、デバイスが
レイヤ 2 リダイレクション用に設定されている場合に、WAE が WCCP バージョン 2 対応
スイッチまたはルータから透過的にリダイレクトされたトラフィックを受信できるよう
にします。詳細については、パケット転送方式に関する情報を参照してください。
リターン方式はリダイレクト方式と同じものに設定されます。リターン方式は、WCCP
GRE リダイレクト方式が選択されている場合は汎用 GRE になり、WCCP L2 リダイレクト
方式が選択されている場合は WCCP L2 リターンになります。

b.

[Failure Detection Timeout] ドロップダウン リストで、障害検出タイムアウト値を選択しま
す（3 秒、6 秒、9 秒、15 秒、または 30 秒）。デフォルトは 30 秒です。これは、4.4.1 より
も前の WAAS バージョンでサポートされている唯一の値です。この障害検出値によって、
ルータが WAE 障害を検出するまでにかかる時間が決定されます。
障害検出タイムアウト値は、ルータとネゴシエートされ、ルータに可変タイムアウト機能
がある場合にだけ有効になります。ルータの固定タイムアウトが 30 秒で、WAE で、デ
フォルトの 30 秒以外の障害検出値を設定した場合、WAE は、ファームに参加できず、ア
ラームが生成されます（「Router unusable」とその原因「Timer interval mismatch with
）。
router」

c.

[Weight] フィールドで、ロード バランシングに使用される重み値を指定します。重み値の
範囲は、0 ～ 10000 です。サービス グループ内の WAE の全重み値の合計が 100 以下である
場合、重み値はそのまま、ロード バランシングのためにデバイスにリダイレクトされる合
計負荷に対する比率となります。たとえば、重み値 10 の WAE は、すべての重み値の合計
が 50 のサービス グループで合計負荷の 10% を受け取ります。そのようなサービス グルー
プの WAE に障害が発生した場合、別の WAE は障害前と同じ負荷パーセントを受け取り、
障害のある WAE に割り当てられた負荷は受け取りません。
サービス グループで WAE のすべての重み値の合計が 101 ～ 10000 の間である場合、重み
値は、サービス グループでのアクティブな WAE すべての合計の重み付けの割合として扱
われます。たとえば、重み値 200 の WAE は、すべての重み値の合計が 800 のサービス グ
ループで合計負荷の 25% を受け取ります。そのようなサービス グループの WAE に障害が
発生した場合、別の WAE が障害のある WAE に割り当てられていた負荷を受け取ります。
フェールオーバーの処理は、重みの合計が 100 以下の場合と異なります。
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デフォルトで、重みは割り当てられず、トラフィックの負荷はサービス グループ内の WAE
の間で均等に分散されます。
d.

[Password] フィールドで、クラスタ内の WAE と指定したサービス用のルータ間の安全なト
ラフィックに使用するパスワードを指定します。クラスタ内の他のすべての WAE とルータ
を同じパスワードで有効にします。パスワードの長さは、8 文字以内です。スペース、左
一重引用符（`）、二重引用符（"）、パイプ（|）、または疑問符（?）の文字は使用しないで
ください。[Confirm Password] フィールドに、パスワードを再入力します。
（注）

CLI を使用してルータ上のサービス グループのパスワードを指定する方法について
は、ルータ上のサービス グループ パスワードの設定を参照してください。

ステップ 11 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

CLI から WCCP 設定を行うには、最初に interception-method グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して代行受信方式を設定する必要があります。次に、wccp router-list お
よび wccp tcp-promiscuous のグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。

WAE 用の WCCP ルータ リストの設定および表示
WCCP 設定を使用して、Central Manager から 1 つのルータ リストを設定および表示できます
（WAE 上での WCCP の設定および WCCP 設定の表示を参照）。Central Manager では、WCCP
サービスに割り当てられた単一のルータ リストのみがサポートされるため、Central Manager を
使用してルータ リストを設定した場合、WCCP 設定ページの [Use Default Gateway] チェック
ボックスを選択/選択解除した場合、または WCCP 設定ページを送信した場合は、CLI を使用
して設定された既存のルータ リストが削除されます。CLI からルータ リストを設定するには、
wccp router-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。

（注）

WCCP グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用する前に、WCCP を有効にする必
要があります。
ルータ リストを削除するには、no wccp router-list グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。
wccp router-list コマンドにより設定された未割り当てのルータ リストを表示するには、show
running-config wccp EXEC コマンドを使用します。

WCCP の正常なシャットダウンのための WAE の設定
TCP 接続の切断を防止するために、WAE は、WAE で WCCP バージョン 2 を無効にしたり、
CLI から WAE をリロードしたりした後で、WCCP の正常なシャットダウンを実行します。デ
バイス上で CLI を使用して no enable WCCP コンフィギュレーション コマンドを入力すること
により、この作業をローカルで実行できます。
また、WAAS Central Manager を使用すると、WAE で WCCP バージョン 2 を無効にできますが、
その場合は WCCP 接続の正常なシャットダウンは実行されません。選択したデバイスの WCCP
をただちに無効にするには、[WAAS Central Manager Interception Configuration] ウィンドウの
[Enable WCCP] チェックボックスの選択を解除します。（図 5-3 を参照）。
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（注）

Central Manager を使用して WAAS デバイス上での WCCP を無効にした場合、Central Manager
は wccp shutdown max-wait グローバル コンフィギュレーション コマンドによる設定を無視し
て WCCP をただちにシャットダウンし、すべての既存の接続を終了します。WCCP 接続を正常
にシャットダウンする場合は、WAAS デバイス上で no enable WCCP コンフィギュレーション
コマンドを使用します。
正常なシャットダウン中には、次のいずれかの状況になるまで WAE はリブートしません。
•

すべての接続がサービスを受けている。

• （[WCCP Configuration Settings] ウィンドウの [Shutdown Delay] フィールドまたは wccp

shutdown max-wait コマンドで指定した）WCCP バージョン 2 の最大待ち時間が経過した
（デフォルトは 120 秒）。
WCCP の正常なシャットダウンの間、WAE は継続して処理中のフローにサービスを提供しま
すが、新しいフローのバイパスを開始します。フローの数がゼロになると、リード WAE は、
そのバケットを他の WAE に再度割り当ててグループから脱退します。WCCP を正常にシャッ
トダウンすることなく WAE が機能停止またはリブートした場合は、TCP 接続が切断される可
能性が残ります。
WAE の特定のポートで個々の WCCP サービスをシャットダウンできません。WAE の WCCP を
シャットダウンする必要があります。WAE 上の WCCP がシャットダウンされると、WAE は自
分の WCCP 構成の設定値を保存します。

WAE 用の固定バイパス リストの設定
（注）

固定バイパス リストは、バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイス（ただし、
デバイス グループは不可）においてのみサポートされ、これらのデバイスでは推奨されませ
ん。代わりに、代行受信 ACL が推奨されます。
固定バイパスを使用すると、設定可能な 1 組のクライアントとサーバ間のトラフィックのフ
ローを WAE によってバイパス処理することができます。ブランチ オフィスの WAE に固定バイ
パス項目を設定すると、ルータの設定を変更することなく、トラフィックの代行受信を制御で
きます。ルータで、最初にトラフィックをブランチ オフィスの WAE へリダイレクトせず、ト
ラフィックをバイパスするように、IP アクセス リストを個別に設定できます。通常、WCCP
受け入れリストは、加速されるサーバのグループを定義します（暗黙的に、加速されないサー
バが定義されることとなります）。特定のクライアントから特定のサーバ（または特定のクラ
イアントからすべてのサーバ）への接続を WAAS が加速しないようにするには、固定バイパス
を使用できます。

（注）

WAE で固定バイパス リストまたは代行受信 ACL を使用するのではなく、可能な場合は WCCP
対応ルータの ACL を使用することを推奨します。この方法が、トラフィック代行受信を制御
するのに最も効率的です。固定バイパス リストまたは代行受信 ACL の使用を決定した場合、
代行受信 ACL を使用することを推奨します。これは、代行受信 ACL の方が柔軟性が高く、パ
ススルー接続についてより優れた統計情報が得られるためです。ルータ上で ACL を設定する
方法については、ルータ上の IP アクセス リストの設定を参照してください。WAE の代行受信
ACL を設定する方法の詳細については、代行受信アクセス コントロール リストの設定を参照
してください。
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バージョン 4.x の WAE 用の固定バイパス リ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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Interception] > [Bypass Lists] を選択します。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New WCCP/Inline Bypass List] アイコンをクリックします。[Creating new
WCCP/Inline Bypass List] ウィンドウが表示されます

ステップ 4

[Client Address] フィールドに、クライアントの IP アドレスを入力します。

ステップ 5

[Server Address] フィールドに、サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 6

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

CLI から固定バイパス リストを設定するには、bypass static グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用できます。

代行受信アクセス コントロール リストの設定
代行受信 ACL を設定することにより、すべてのインターフェイスでどの着信トラフィックが
ANC または WAE デバイスにより代行受信されるかを制御できます（ANC 上では、代行受信
ACL は AppNav コントローラ代行受信 ACL と呼ばれます）。ACL により許可されたパケット
は、デバイスによって代行受信され、ACL によって拒否されたパケットは処理されずに通過し
ます。
WAAS デバイス上で代行受信 ACL を設定すると、ルータの設定を変更することなく、トラ
フィックの代行受信を制御できます。ルータで、最初にトラフィックを WAAS デバイスへリダ
イレクトせず、トラフィックをバイパスするように、IP ACL を個別に設定できます。通常、
WCCP 受け入れリストは、加速されるサーバのグループを定義します（暗黙的に、加速されな
いサーバが定義されることとなります）。代行受信 ACL を使用することで、ルータ設定の変更
を望まないパイロット導入時などに、対象外のトラフィックを容易にバイパスできます。更
に、フェーズにおけるさまざまな種類のトラフィックを許可して促進することで、パイロット
から実稼働導入への移行を容易に行えます。
代行受信 ACL は、WCCP とインライン代行受信の両方で使用できます。
代行受信 ACL をインターフェイス ACL および WCCP ACL を併用した場合、最初にインター
フェイス ACL が、2 番めに WCCP ACL が、最後に代行受信 ACL が適用されます。WAE で定
義されているアプリケーション ポリシーは、すべての ACL がトラフィックをフィルタした後
に適用されます。
WAAS ノードとしても動作している ANC では、AppNav コントローラの代行受信 ACL により
ANC による代行受信の対象を制御するだけではなく、代行受信 ACL により、最適化を行って
いるエンジンにより受け入れられる対象を制御できます。フローは AppNav コントローラの代
行受信 ACL により許可された後に、WAAS ノードの代行受信 ACL により拒否される場合があ
ります。

（注）

代行受信 ACL は、固定バイパス リストとは排他的な機能です。両方のタイプのリストを同時
に使用することはできません。固定バイパス リストではなく代行受信 ACL を使用することを
推奨します。固定バイパス リストは、バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイ
スにおいてのみサポートされます。
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代行受信 ACL を使用するには、まず ACL を定義し（第 9 章「Cisco WAAS デバイス用の IP アク
セス コントロール リストの作成および管理」を参照）、次にその ACL をデバイスに適用します。
代行受信 ACL は、個々のデバイスにのみ設定でき、デバイス グループには設定できません。
ANC または WAE デバイスの代行受信 ACL を設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

第 9 章「Cisco WAAS デバイス用の IP アクセス コントロール リストの作成および管理」の手順
に従って、代行受信に使用する ACL を作成します。ただし、この ACL をインターフェイスに
は適用しないでください。

ステップ 2

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

ステップ 3

[Configure] > [Interception] > [Interception Access List] を選択します。

ステップ 4

WAE の代行受信 ACL を設定するには、[Interception Access List] フィールドの横にある矢印を
クリックして、定義した ACL のドロップダウン リストを表示し、WAE の代行受信に適用する
ACL を選択します。または、ACL の名前をフィールドに直接入力して、このページを送信し
た後、ACL を作成することもできます。情報を入力すると、ACL が表示されたドロップダウ
ン リストは、入力したテキストの先頭に一致するエントリだけを表示するようフィルタリング
されます。
ACL を作成または編集するには、このフィールドの横にある [Go to IP ACL] リンクをクリックす
ると、IP ACL 設定用ウィンドウが表示されます（[Configure] > [Network] > [TCP/IP Settings] > [IP
ACL] ）。

ステップ 5

ANC の代行受信 ACL を設定するには、AppNav コントローラの [Interception Access List] フィー
ルドの横にある矢印をクリックして、定義した ACL のドロップダウン リストを表示し、ANC
の代行受信に適用する ACL を選択します。または、ACL の名前をフィールドに直接入力して、
このページを送信した後、ACL を作成することもできます。情報を入力すると、ACL が表示
されたドロップダウン リストは、入力したテキストの先頭に一致するエントリだけを表示する
ようフィルタリングされます。このフィールドは、appnav-controller モードで設定したデバイ
ス上でのみ表示されます。
ACL を作成または編集するには、[Go to IP ACL] リンクをクリックすると、IP ACL 設定用ウィ
ンドウが表示されます（[Configure] > [Network] > [TCP/IP Settings] > [IP ACL]）。

ステップ 6

（注）

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

AppNav コントローラの代行受信 ACL では、tcp ... established の拡張 ACL 条件はサポートされ
ないため、これが発生した場合は無視されます。
CLI から代行受信 ACL を設定するには、ip access-list および interception access-list グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。AppNav コントローラの代理受信 ACL を設定
するには、interception appnav-controller access-list グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。
接続が代行受信 ACL で通過されたかどうかを判別するには、show statistics connection EXEC
コマンドを使用します。代行受信 ACL によるフローのパススルーは、接続タイプ「PT
Interception ACL」で識別されます。
また、show statistics pass-through コマンドの「Interception ACL」カウンタにより、代行受信
ACL によるアクティブなパススルーと完了したパススルーの数がレポートされます。
show ip access-list コマンドを使用すると、一致している個々の ACL ルールを表示できます。
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WCCP 代行受信接続の出力方式の設定
ここでは、次の内容について説明します。
•

出力方式に関する情報

•

出力方式の設定

•

ルータ上の GRE トンネル インターフェイスの設定

出力方式に関する情報
Cisco WAAS ソフトウェアでは、次の出力方式による WCCP 代行受信接続をサポートします。

（注）

•

IP 転送

•

WCCP GRE 返信（リダイレクト方式が WCCP GRE の場合にのみ使用可能。バージョン 5.0
よりも前の WAAS デバイスでは、WCCP がネゴシエートする返信と呼ばれる）

•

汎用 GRE（リダイレクト方式が WCCP GRE の場合にのみ使用可能）

•

レイヤ 2（リダイレクト方式が WCCP L2 の場合にのみ使用可能）

ANC の出力方式は設定できません。使用される出力方式は、リダイレクト方式によって変わり
ます。ANC では、WCCP GRE リダイレクト方式が選択されている場合は汎用 GRE が使用さ
れ、WCCP L2 リダイレクト方式が選択されている場合はレイヤ 2 が使用されます。
デフォルトの出力方式は L2 です。この出力方式では、最適化されたデータがレイヤ 2 接続に
よりルータに送信されます。この方式は、リダイレクト方式もまた WCCP L2 に設定されてい
る場合にのみ使用でき、バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイス上では使用
できません。また、ルータがレイヤ 2 リダイレクトをサポートしている必要があります。
WCCP GRE リダイレクト方式を設定する場合、または WCCP GRE と L2 間で切り替える場合
は、デフォルトの出力方式が IP 転送に設定されます。
バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合、デフォルトの出力方式は IP
転送になります。IP 転送出力方式では、WAE をクライアントおよびサーバとして同一の
VLAN またはサブネットに配置することはできません。また、パケットが代行受信ルータに返
信されるとは限りません。
WCCP GRE 返信および汎用 GRE 出力方式では、WAE をクライアントおよびサーバと同じ
VLAN またはサブネットに配置することができます。発信パケットを GRE フレームにカプセ
ル化することで、リダイレクションの繰り返しを防止します。Cisco IOS ソフトウェアを使用
しているルータは、これらの GRE フレームをバイパス フレームとして処理し、WCCP リダイ
レクションを適用しません。WCCP GRE 返信方式では、WAAS はルータ ID アドレスを GRE フ
レームの送信先として使用します。汎用 GRE 方式では、WAAS は WAE ルータ リストで設定さ
れたルータのアドレスを使用します。
この技術によって、冗長なルータとルータのロード バランシングのサポートが可能となり、
WAAS はフレームを送信元ルータに返信するための最善の努力をします（ただし、これは保証
されません）。
WAAS ネットワークに接続された複数のルータとともにこの機能を使用する場合は、たとえ
ば、固定ルートを設定して、ルータ ID アドレスへの接続を確保します。ルータ ID は、最初の
ループバック インターフェイスまたは最もアクティブな物理インターフェイスのアドレスで
す。このアドレスは、show wccp routers EXEC コマンドの出力で確認できます。
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WAAS は、次の論理に基づいて WCCP GRE および汎用 GRE のルータを選択します。
•

WAAS ソフトウェアが DRE（データ冗長性除去）を実行して TCP フローを圧縮すると、出
力されるパケット数は減少します。最適化されたデータを送信する単一パケットが、複数
のルータからリダイレクトされた複数のパケットで受信されたオリジナル データを表す場
合もあります。この最適化されたデータを送信するパケットは WAE から出力され、パケッ
トを最後に WAE にリダイレクトしたルータに元のフロー方向で送信されます。

•

WAE で受信された最適化データは、さまざまなルータから複数のパケットに入って送信さ
れる場合があります。WAAS は最適化されたデータをオリジナル データに戻し、複数のパ
ケットとして送信します。オリジナル データを送信するパケットは WAE から出力され、
パケットを最後に WAE にリダイレクトしたルータに元のフロー方向で送信されます。

WCCP GRE 返信方式および汎用 GRE 出力方式は類似していますが、汎用 GRE 出力方式は、
Cisco 7600 シリーズ ルータまたは Catalyst 6500 シリーズ スイッチと Supervisor Engine 32 また
は 720 の組み合わせなど、ルータまたはスイッチがハードウェアにより加速された GRE パケッ
ト処理を行う構成で使用するように設計されています。さらに、汎用 GRE 出力方式は、ユー
ザがルータ上で設定する必要のある GRE トンネルを使用して、パケットを代行受信ルータに
返信します（トンネルの WAE 側は自動的に設定されます）。汎用 GRE 出力方式は、WCCP
GRE 代行受信方式が使用されている場合に限りサポートされます。
汎用 GRE 出力方式を使用するには、WAE 上に代行受信ルータを作成し（マルチキャスト アド
レスはサポートされていません）、各ルータ上で GRE トンネル インターフェイスを設定する必
要があります。ルータ上で GRE トンネル インターフェイスを設定する詳細については、ルー
タ上の GRE トンネル インターフェイスの設定を参照してください。
（注）

バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合、WCCP バージョン 2 には、リ
ダイレクト方式および返信方式をネゴシエートして代行受信接続を行う機能があります。WAAS
ソフトウェアは、WCCP がネゴシエートする返信方式として WCCP GRE と WCCP レイヤ 2 をサ
ポートしています。WCCP が WCCP レイヤ 2 返信をネゴシエートすると、WAE はデフォルト
の出力方式として IP 転送を使用します。代行受信方式が WCCP レイヤ 2 に設定されていて、
汎用 GRE を出力方式として設定する場合も（これら両方に互換性はありません）、WAE はデ
フォルトで IP 転送を使用します。WAE がデフォルトで IP 転送を使用する場合、WAE はマイ
ナー アラームを記録します。これは、代行受信方式と出力方式が一致するように設定を修正し
たときにクリアされます。代行受信方式と出力方式が一致しない場合、show egress methods
EXEC コマンドの出力には警告も表示されます。
WAAS バージョン 5.0 を使用しているデバイスの場合は、出力方式を明示的に設定する必要が
あります。

出力方式の設定
WCCP 代行受信接続の出力方式を Central Manager から設定するには、WAE 上での WCCP の設
定および WCCP 設定の表示を参照してください。
CLI で WCCP GRE パケット返信による出力方式を設定するには、egress-method WCCP コン
フィギュレーション コマンドを使用します。
WAE(config)# wccp tcp-promiscuous service-pair 61 62
WAE(config-wccp-service)# egress-method wccp-gre

CLI で L2 返信による出力方式を設定するには、egress-method WCCP コンフィギュレーション
コマンドを使用します。
WAE(config)# wccp tcp-promiscuous service-pair 61 62
WAE(config-wccp-service)# egress-method L2
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CLI で汎用 GRE 出力方式を設定するには、代行受信ルータ リストと出力方式を次のように設
定します。
WAE(config)# wccp router-list 1 192.168.68.98
WAE(config)# wccp tcp-promiscuous service-pair 61 62
WAE(config-wccp-service)# router-list-num 1
WAE(config-wccp-service)# egress-method generic-gre

ルータ リストには各代行受信ルータの IP アドレスが含まれている必要があります。マルチ
キャスト アドレスはサポートされていません。また、各ルータ上で GRE トンネル インター
フェイスを設定する必要があります。ルータ上で GRE トンネル インターフェイスを設定する
詳細については、ルータ上の GRE トンネル インターフェイスの設定を参照してください。
特定 WAE で使用されている設定済みの出力方式を表示するには、show wccp egress EXEC コマ
ンドを使用します。各接続セグメントの出力方式に関する情報を表示するには、show statistics
connection egress-methods EXEC コマンドを使用します。
各受信代行ルータの汎用 GRE トンネル統計情報を表示するには、show statistics generic-gre
EXEC コマンドを使用します。汎用 GRE 出力方式の統計情報を消去するには、clear statistics
generic-gre EXEC コマンドを使用します。

ルータ上の GRE トンネル インターフェイスの設定
WAE で汎用 GRE 出力方式を使用する予定がある場合、各受信代行ルータ上で GRE トンネル
インターフェイスを設定します。設定を簡易化するために、ファーム内の WAE ごとに 1 つの
ポイントツーポイント トンネルを作成するのではなく、ルータ上に 1 つのマルチポイント トン
ネルを作成することを推奨します。
ファームに WAE が 1 つしかない場合は、ポイントツーポイント トンネルを使用できます。た
だし、ルータが WAE トンネルとして同じトンネルを持つ他のトンネルで設定されていないこ
とを確認します。

（注）

Catalyst 6500 シリーズ スイッチと Supervisor Engine 32 または 720 の組み合わせでは、同じトン
ネル ソース インターフェイスを持つ複数の GRE トンネル（マルチポイントまたはポイント
ツーポイント）を設定しないでください。スイッチの CPU の負荷が大きくなるおそれがある
からです。
トンネル インターフェイスには接続先であるレイヤ 3 ソース インターフェイスがあり、この
ソース インターフェイスは IP アドレスが WAE の代行受信ルータ リストで設定されているイン
ターフェイスである必要があります。
発信代行受信を使用する場合、ルーティング ループを回避するために、トンネル インター
フェイスは、WCCP 代行受信から除外する必要があります。ip wccp redirect exclude in コマン
ドを使用します。このコマンドは、不要な場合（着信代行受信など）でも影響を及ぼさないた
め、常に使用できます。

（注）

汎用 GRE 出力方法により WAE に対応するよう WCCP を設定するには、Cisco WCCP ルータで
使用されるトンネル インターフェイス上でキープアライブを設定する必要があります。以下に
設定サンプルを示します。
interface Tunnel1
ip address 12.12.12.12 255.255.255.0
no ip redirects
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ip wccp redirect exclude in
keepalive 20 3 <<<<<<<<<<<<
tunnel source FastEthernet0/.130
tunnle mode gre multipoint

詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の「WCCP
Router Configuration Commands」の項を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。
•

マルチポイント トンネル設定

•

ポイントツーポイント トンネルの設定

マルチポイント トンネル設定
ファーム内に 2 つの代行受信ルータと 2 つの WAE のある構成を考えてみます。各 WAE の構成
は次の例のようになります。
wccp router-list 1 192.168.1.1 192.168.2.1
wccp tcp-promiscuous service-pair 61 62
router-list-num-1
egress-method generic-gre
redirect-method gre
enable

各ルータで WAE ファームへの単一 GRE マルチポイント トンネルを設定できます。
ルータ 1 の構成は次の例のようになります。
interface gigabitEthernet 1/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
...
interface Tunnel1
ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
tunnel source GigabitEthernet1/1
tunnel mode gre multipoint
ip wccp redirect exclude in
end

ルータ 2 の構成は次の例のようになります。
interface Vlan815 1/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
...
interface Tunnel1
ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
tunnel source vlan815
tunnel mode gre multipoint
ip wccp redirect exclude in
end

（注）

IP アドレスをプロビジョニングすることにより、トンネル インターフェイスが IP 対応になり、
これにより、通過パケットを処理および転送できるようになります。IP アドレスをプロビジョ
ニングしない場合、トンネルを IP アンナンバード インターフェイスにすることで IP 対応にす
る必要があります。これにより、トンネルはポイントツーポイント トンネルに制限されます。
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ポイントツーポイント トンネルの設定
ここでは、ルータ上のマルチポイント トンネルではなく、単一の WAE にポイントツーポイン
ト トンネルを設定する方法について説明します。ポイントツーポイント トンネルを IP に対し
て有効にするには、アンナンバードにするか、IP アドレスを指定します。次のルータの設定例
に、アンナンバード方式を示します。
interface gigabitEthernet 1/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
...
! Tunnel1 is an unnumbered point-to-point tunnel towards WAE1
interface Tunnel1
ip unnumbered GigabitEthernet1/1
tunnel source GigabitEthernet1/1
! tunnel destination is the IP address of WAE1
tunnel destination 10.10.10.10
ip wccp redirect exclude in
end

ポリシー ベース ルーティング代行受信の使用
ここでは、次の内容について説明します。
•

ポリシーベース ルーティングに関する情報

•

ポリシーベース ルーティングの設定

•

PBR のネクストホップが使用できるかどうかを確認する方法

ポリシーベース ルーティングに関する情報
Cisco IOS Release 11.0 で導入されたポリシーベース ルーティング（PBR）により、選択したパ
ケットをネットワークの特定のパスで送信するポリシーが実装できるようになりました。
また、PBR は、Cisco IOS ソフトウェアを通じて可能になるキューイング手法と組み合わせて
使用すると、特定の種類のトラフィックが差別化された優先サービスを受信するようにパケッ
トにマークを付ける方法も提供します。これらのキューイング手法は、ネットワークにルー
ティング ポリシーを実装するネットワーク管理者にとって、非常に強力で単純で柔軟なツール
となります。
PBR を使用すると、パケットをルーティングする前に、ルート マップを通過させることができ
ます。PBR を設定するとき、一致基準とすべての一致節に適合する場合の処理を指定するルー
ト マップを作成する必要があります。特定のインターフェイス上のそのルート マップ用に
PBR を有効にする必要があります。指定したインターフェイスに到達し、一致節と一致するす
べてのパケットが、PBR に支配されます。
1 つのインターフェイスにはただ 1 つのルート マップ タグしか指定できませんが、シーケンス
番号を持つ複数のルート マップ項目を作成できます。項目は、最初の一致が現れるまで、シー
ケンス番号の順に評価されます。一致する項目がない場合、パケットは通常どおりにルーティ
ングされます。
Router(config-if)# ip policy route--tag

ルート マップは、ルーティングするパケットの順序を決定します。
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PBR を有効にして、一部またはすべてのパケットが WAAS を通過するルートを確立できます。
WAAS プロキシ アプリケーションは、WCCP がリダイレクトしたトラフィックと同じ方法で、
PBR がリダイレクトしたトラフィックを受信します。
1.

次のように、ブランチ オフィスのルータ（Edge-Router1）で、関係するトラフィックを定
義します。
a. Edge-Router1 で、LAN インターフェイス（入力インターフェイス）に関係するトラ

フィックを指定します。
拡張 IP アクセス リストを使用して、関係するトラフィック（すべてまたは選別された
ローカル送信元アドレスから任意または選別された送信先アドレスへのトラフィック）
を定義します。
b. Edge-Router1 で、WAN インターフェイス（出力インターフェイス）に関係するトラ

フィックを指定します。
拡張 IP アクセス リストを使用して、関係するトラフィック（すべてまたは選別された
ローカル送信元アドレスから任意または選別されたリモート アドレスへのトラフィッ
ク）を定義します。
2.

データセンターのルータ（Core-Router1）で、関係するトラフィックを指定します。
a. Core-Router1 で、LAN インターフェイス（入力インターフェイス）に関係するトラ

フィックを指定します。
拡張 IP アクセス リストを使用して、関係するトラフィック（すべてまたは選別された
ローカル送信元アドレスから任意または選別された送信先アドレスへのトラフィック）
を定義します。
b. Core-Router1 で、WAN インターフェイス（出力インターフェイス）に関係するトラ

フィックを指定します。
拡張 IP アクセス リストを使用して、関係するトラフィック（すべてまたは選別された
ローカル送信元アドレスから任意または選別されたリモート アドレスへのトラフィッ
ク）を定義します。
3.

次のように、ブランチ オフィスの Edge-Router1 にルート マップを作成します。
a. Edge-Router1 の LAN インターフェイスに PBR ルート マップを作成します。
b. Edge-Router1 の WAN インターフェイスに PBR ルート マップを作成します。

4.

次のように、データセンターの Core-Router1 にルート マップを作成します。
a. Core-Router1 の LAN インターフェイスに PBR ルート マップを作成します。
b. Core-Router1 の WAN インターフェイスに PBR ルート マップを作成します。

（注）

5.

ブランチ オフィスの Edge-Router1 に PBR ルート マップを適用します。

6.

データセンターの Core-Router1 に PBR ルート マップを適用します。

7.

WAE の PBR ネクストホップが使用できるかどうかを検査するために使用する PBR 方式を
決定します。詳細については、PBR のネクストホップが使用できるかどうかを確認する方
法を参照してください。

この項で参照する PBR コマンドの完全な説明については、『Cisco Quality of Service Solutions
Command Reference』を参照してください。
図 5-5 に示すように、WAE（Edge-WAE1 と Core-WAE1）は、トラフィックの送信先と送信元
から分離された帯域外ネットワークに存在する必要があります。たとえば、Edge-WAE1 はクラ
イアント（トラフィックの送信元）とは別のサブネットに存在し、Core-WAE はファイル サー
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バとアプリケーション サーバ（トラフィックの送信先）とは別のサブネットに存在します。さ
らに、ルーティング ループを防止するために第 3 のインターフェイス（別の物理インターフェ
イス）またはサブインターフェイスを通じてトラフィックを WAE へリダイレクトするルータ
に、WAE を接続する必要があります。詳細は、2 章「WAAS ネットワークの計画」の第 3 のイ
ンターフェイスまたはサブインターフェイスを使用したルータと WAE の接続を参照してくだ
さい。
PBR または WCCP バージョン 2 を使用してすべての TCP トラフィックを透過的に WAE へリダイレクトする例

Data center (10.10.11.0/24)

Branch office (10.10.10.0/24)

Clients

C

A

Edge-Router1

B

WAN

D

F

Core-Router1

E

1.1.1.100
Edge-WAE1

File servers
and application
servers

PBR or
WCCP Version 2

PBR or
WCCP Version 2

2.2.2.100

WAAS Central
Manager

Core-WAE1

159088

図 5-5

表 5-3 に、PBR または WCCP バージョン 2 を使用して、透過的にトラフィックを WAE へリダ
イレクトするために設定する必要があるルータ インターフェイスの概要を示します。
表 5-3

WCCP または PBR がトラフィックを WAE へリダイレクトするためのルータ インターフェイス

ルータ
インターフェイス

コメント

Edge-Router1

A

発信トラフィックのリダイレクションを実行する Edge LAN インターフェイス（入力インター
フェイス）。

B

Edge-Router1 の LAN ポートにない第 3 のインターフェイス（分離された物理インターフェイ
ス）またはサブインターフェイス。ブランチ オフィスの Edge-Router1 に Edge-WAE1 を接続す
るために使用します。

C

着信トラフィックのリダイレクションを実行する Edge-Router1 の Edge WAN インターフェイ
ス（出力インターフェイス）。

Core-Router1

D

発信トラフィックのリダイレクションを実行する Core LAN インターフェイス（入力インター
フェイス）。

E

Core-Router1 上の LAN ポートにない第 3 のインターフェイスまたはサブインターフェイス。
データセンターの Core-Router1 に Core-WAE1 を接続するために使用します。

F

着信トラフィックのリダイレクションを実行する Core-Router1 の Core WAN インターフェイス
（出力インターフェイス）。
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（注）

図 5-5 では、冗長性（たとえば、冗長なルータ、スイッチ、WAE、WAAS Central Manager、お
よびルータ）が省略されています。
ポリシーベース ルーティングの設定の例は、ブランチ オフィスに 1 台の WAE、データセン
ターに 1 台の WAE が存在する WAAS ネットワークで、トラフィック リダイレクション方式と
して PBR を設定する方法を示しています（図 5-5 参照）。

（注）

ルータで PBR を設定するために使用するコマンドは、ルータにインストールされている Cisco
IOS Release によって変化します。ルータで使用している Cisco IOS Release 用に PBR を設定す
るために使用するコマンドについては、該当する Cisco IOS 設定ガイドを参照してください。

ポリシーベース ルーティングの設定
このセクションの例は、ブランチ オフィスに 1 台の WAE、データセンターに 1 台の WAE が存
在する WAAS ネットワークで、トラフィック リダイレクション方式として PBR を設定する方
法を示しています（図 5-5 参照）。
TCP トラフィックを透過的に WAE へリダイレクトするように PBR を設定するには、次の手順
に従ってください。
ステップ 1

ブランチ オフィスの Edge-Router で、拡張 IP アクセス リストを使用して、LAN インターフェ
イス（入力インターフェイス A）に関係するトラフィックを指定します。
a.

Edge-Router1 で、100 ～ 199 の範囲の拡張 IP アドレス リストを定義します。たとえば、
Edge-Router1 でアクセス リスト 100 を作成します。
Edge-Router1(config)# ip access-list extended 100

b.

Edge-Router1 で、この特定のインターフェイスに関係するトラフィックを指定します。た
とえば、任意の TCP ポート上の任意のローカル送信元アドレスから任意の送信先への任意
の IP/TCP トラフィック（任意のブランチ オフィス クライアント用のトラフィック）に
「関係がある」というマークを付けます。
Edge-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any

– あるいは、送信元 IP サブネット、送信先 IP アドレス、および TCP ポート番号を定義
して、選択的にトラフィックに「関係がある」というマークを付けることができます。
たとえば、TCP ポート 135 と 80 上の任意のローカル送信元アドレスから任意の送信先
への IP/TCP トラフィックに「関係がある」というマークを付けます。
Edge-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 135
Edge-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 80

ステップ 2

ブランチ オフィスの Edge-Router1 で、拡張 IP アクセス リストを使用して、WAN インターフェ
イス（出力インターフェイス C）に関係するトラフィックを指定します。
a.

Edge-Router1 で、100 ～ 199 の範囲内で拡張 IP アクセス リストを定義し、たとえば
Edge-Router1 にアクセス リスト 101 を作成します。
Edge-Router1(config)# ip access-list extended 101
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b.

Edge-Router1 で、WAN インターフェイスに関係するトラフィックを指定します。
– たとえば、ローカル デバイスへの任意の IP/TCP トラフィックに「関係がある」という
マークを付けます。
Edge-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp any 10.10.10.0 0.0.0.255

– あるいは、送信元 IP サブネット、送信先 IP アドレス、および TCP ポート番号を定義
して、選択的にトラフィックに「関係がある」というマークを付けることができます。
たとえば、TCP ポート 135 と 80 上の任意のローカル送信元アドレスと任意の送信先へ
の IP/TCP トラフィックに「関係がある」というマークを付けます。
Edge-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp any 10.10.10.0 0.0.0.255 eq 135
Edge-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp any 10.10.10.0 0.0.0.255 eq 80

ステップ 3

データセンターの Core-Router1 で、拡張 IP アクセス リストを使用して、LAN インターフェイ
ス（入力インターフェイス D）に関係するトラフィックを指定します。
a.

Core-Router1 で、100 ～ 199 の範囲内で拡張 IP アクセス リストを定義し、たとえば
Core-Router1 にアクセス リスト 102 を作成します。
Core-Router1(config)# ip access-list extended 102

b.

Core-Router1 で、LAN インターフェイスに関係するトラフィックを指定します。
– たとえば、任意の TCP ポート上の任意のローカル デバイスから任意の送信先へ送信さ
れる任意の IP/TCP トラフィック（たとえば、データセンターの任意のファイル サーバ
またはアプリケーション サーバから送信されるトラフィック）に「関係がある」とい
うマークを付けます。
Core-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp 10.10.11.0 0.0.0.255 any

– あるいは、送信元 IP サブネット、送信先 IP アドレス、および TCP ポート番号を定義
して、選択的にトラフィックに「関係がある」というマークを付けることができます。
たとえば、TCP ポート 135 および 80 上の任意のローカル デバイスから任意の送信先へ
の IP/TCP トラフィックに選択的に「関係がある」というマークを付けます。
Core-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp 10.10.11.0 0.0.0.255 any eq 135
Core-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp 10.10.11.0 0.0.0.255 any eq 80

ステップ 4

データセンターの Core-Router1 で、拡張 IP アクセス リストを使用して、WAN インターフェイ
ス（出力インターフェイス F）に関係するトラフィックを指定します。
a.

Core-Router1 で、100 ～ 199 の範囲内で拡張アクセス リストを定義し、たとえば
Core-Router1 にアクセス リスト 103 を作成します。
Core-Router1(config)# ip access-list extended 103

b.

Core-Router1 で、WAN インターフェイス用のトラフィックに「関係がある」というマーク
を付けます。
– たとえば、任意のローカル デバイスへ送信される任意の IP/TCP トラフィック（たとえ
ば、データセンターの任意のファイル サーバまたはアプリケーション サーバへ送信さ
れるトラフィック）に「関係がある」というマークを付けます。
Core-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp any 10.10.11.0 0.0.0.255

– あるいは、送信元 IP サブネット、送信先 IP アドレス、および TCP ポート番号を定義
して、選択的にトラフィックに「関係がある」というマークを付けることができます。
たとえば、TCP ポート 135 と 80 上の任意のローカル送信元アドレスへの IP/TCP トラ
フィックに「関係がある」というマークを付けます。
Core-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp any 10.10.11.0 0.0.0.255 eq 135
Core-Router1(config-ext-nac1)# permit tcp any 10.10.11.0 0.0.0.255 eq 80
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ステップ 5

ブランチ オフィスの Edge-Router1 に PBR ルート マップを定義します。
a.

LAN インターフェイス（入力インターフェイス）用のルート マップを定義します。次の例
では、WAAS-EDGE-LAN ルート マップの作成方法を示しています。
Edge-Router1(config)# route-map WAAS-EDGE-LAN permit

b.

WAN インターフェイス（出力インターフェイス）用のルート マップを定義します。
次の例では、WAAS-EDGE-WAN ルート マップの作成方法を示しています。
Edge-Router1(config)# route-map WAAS-EDGE-WAN permit

c.

一致基準を指定します。
match コマンドを使用して、Edge-Router1 が、どのトラフィックが WAN インターフェイス
に関係があるかを決定するために使用する拡張 IP アクセス リストを指定します。match コ
マンドを指定しない場合、ルート マップはすべてのパケットに適用されます。
次の例では、WAN インターフェイスに関係があるトラフィックを決定するための基準とし
てアクセス リスト 101 を使用するように Edge-Router1 を設定する方法を示しています。
Edge-Router1(config-route-map)# match ip address 101

（注）

d.

ip address コマンド オプションは、1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リス
トで許可される送信元または送信先 IP アドレスを照合します。

一致したトラフィックを処理する方法を指定します。
次の例では、指定した基準と一致するパケットをネクスト ホップ（IP アドレスが 1.1.1.100
の Edge-WAE1）へ送信するように Edge-Router1 を設定する方法を示してします。
Edge-Router1(config-route-map)# set ip next-hop 1.1.1.100

（注）

ステップ 6

複数のブランチ オフィスの WAE がある場合、フェールオーバーの目的で別のブラ
ンチ オフィスの WAE の IP アドレスを指定して（たとえば、Edge-Router1 で set ip
next-hop 1.1.1.101 コマンドを入力して）、フェールオーバーの目的でネクストホッ
プ アドレス 1.1.1.101（Edge-WAE2 の IP アドレス）を指定できます。next-hop コマ
ンドは、ロード バランシングではなく、フェールオーバーを目的としたものです。

データセンターの Core-Router1 にルート マップを作成します。
a.

LAN インターフェイス（入力インターフェイス）でルート マップを定義します。
次の例では、WAAS-CORE-LAN ルート マップの作成方法を示しています。
Core-Router1(config)# route-map WAAS-CORE-LAN permit

b.

WAN インターフェイス（出力インターフェイス）でルート マップを定義します。
次の例では、WAAS-CORE-WAN ルート マップの作成方法を示しています。
Core-Router1(config)# route-map WAAS-CORE-WAN permit

c.

一致基準を指定します。
match コマンドを使用して、Core-Router1 が、どのトラフィックが WAN インターフェイス
に関係があるかを決定するために使用する拡張 IP アクセス リストを指定します。match コ
マンドを入力しない場合、ルート マップはすべてのパケットに適用されます。次の例で
は、WAN インターフェイスに関係があるトラフィックを決定するための基準としてアクセ
ス リスト 103 を使用するように Core-Router1 を設定する方法を示しています。
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Core-Router1(config-route-map)# match ip address 103

d.

一致したトラフィックを処理する方法を指定します。
次の例では、指定した基準と一致するパケットをネクスト ホップ（IP アドレスが 2.2.2.100
の Core-WAE1）へ送信するように Core-Router1 を設定する方法を示してします。
Core-Router1(config-route-map)# set ip next-hop 2.2.2.100

（注）

ステップ 7

複数のデータセンターの WAE がある場合、フェールオーバーの目的で別のデータ
センターの WAE の IP アドレスを指定して（たとえば、Core-Router1 で set ip
next-hop 2.2.2.101 コマンドを入力して）、フェールオーバーの目的でネクストホッ
プ アドレス 2.2.2.101（Core-WAE2 の IP アドレス）を指定できます。next-hop コマ
ンドは、ロード バランシングではなく、フェールオーバーを目的としたものです。

ブランチ オフィスの Edge-Router1 の LAN インターフェイス（入力インターフェイス）と WAN
インターフェイス（出力インターフェイス）にルート マップを適用します。
a.

Edge-Router1 で、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
Edge-Router1(config)# interface FastEthernet0/0.10

b.

LAN ルータ インターフェイスが PBR 用の WAAS-EDGE-LAN ルート マップを使用するよ
うに指定します。
Edge-Router1(config-if)# ip policy route-map WAAS-EDGE-LAN

c.

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
Edge-Router1(config-if)# interface Serial0

d.

WAN ルータ インターフェイスが PBR 用の WAAS-EDGE-WAN ルート マップを使用するよ
うに指定します。
Edge-Router1(config-if)# ip policy route-map WAAS-EDGE-WAN

ステップ 8

データセンターの Core-Router1 の LAN インターフェイス（入力インターフェイス）と WAN イ
ンターフェイス（出力インターフェイス）にルート マップを適用します。
a.

Core-Router1 で、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
Core-Router1(config)# interface FastEthernet0/0.10

b.

LAN ルータ インターフェイスが PBR 用の WAAS-CORE-LAN ルート マップを使用するよ
うに指定します。
Core-Router1(config-if)# ip policy route-map WAAS-CORE-LAN

c.

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
Core-Router1(config-if)# interface Serial0

d.

WAN ルータ インターフェイスが PBR 用の WAAS-CORE-WAN ルート マップを使用するよ
うに指定します。
Core-Router1(config-if)# ip policy route-map WAAS-CORE-WAN
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PBR のネクストホップが使用できるかどうかを確認する方法
PBR を使用してトラフィックを透過的に WAE へリダイレクトするときは、次のいずれかの方
法を使用して、WAE の PBR のネクストホップが使用できるかどうかを確認することを推奨し
ます。選択する方法は、ルータで使用している Cisco IOS ソフトウェアのバージョンと WAE の
配置によって異なります。ただし、可能な限り、方法 2 を使用してください。

（注）

•

方法 1：デバイスは、WAE を CDP ネイバー（直接接続されている）と見なすと、CDP と
ICMP を使用して WAE が動作していることを確認できます。詳細については、方法 1：
CDP を使用して WAE が動作していることを確認するを参照してください。

•

方法 2（推奨方法）：Cisco IOS ソフトウェア Release 12.4 以降が動作しているデバイスが
WAE を CDP ネイバーと見なさない場合は、WAE が ICMP エコーを使用して動作している
ことを確認できる IP サービス レベル契約（SLA）を使用します。詳細については、方法
2：IP SLA を使用して、WAE が ICMP エコー検査を使用して動作していることを確認する
を参照してください。

•

方法 3：Cisco IOS ソフトウェア Release 12.4 以降が動作しているデバイスが WAE を CDP
ネイバーと見なさない場合は、IP SLA を使用して、WAE が TCP 接続試行を使用して動作
していることを確認します。詳細については、方法 3：IP SLA を使用して、WAE が TCP 接
続試行を使用して動作していることを確認するを参照してください。

この項で、デバイスは、PBR を使用してトラフィックを透過的に WAE へリダイレクトするよ
うに設定されたルータまたはスイッチのことを指しています。
PBR を使用するように設定されたデバイスが WAE を CDP ネイバーと見なすかどうかを確認す
るには、デバイスで show cdp neighbors コマンドを入力します。デバイスが WAE を CDP 隣接
と見なす場合、WAE は show cdp neighbors コマンドの出力に表示されます。

方法 1：CDP を使用して WAE が動作していることを確認する
PBR を使用するように設定されたデバイスが WAE を CDP ネイバー（WAE がデバイスに直接
接続されている）と見なす場合は、CDP と ICMP を使用して PBR のネクスト ホップとして
WAE を使用できるかどうかを確認できます。
次の例は、この方法を使用して、PBR のネクストホップとして WAE を使用できるかどうかを
確認する方法を示しています。CDP を使用する必要があるときに設定される LAN ルート マッ
プと WAN ルート マップのそれぞれについて、次の設定プロセスを完了する必要があります。
CDP を使用して WAE が動作していることを確認するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

PBR が設定されているルータ（たとえば、ブランチ オフィスの Edge-Router1 ルータ）で、コ
ンフィギュレーション モードを開始し、CDP を有効にします。
Edge-Router1(config)# cdp run

ステップ 2

すでにルータに作成されている WAAS-EGDE-LAN ルート マップ用のルート マップ コンフィ
ギュレーション モードを有効にします。
Edge-Router1(config)# route-map WAAS-EDGE-LAN permit

ステップ 3

CDP を使用して設定済みのネクストホップ アドレスが使用できるかどうかを確認するように
ルータを設定します。
Edge-Router1(config-route-map)# set ip next-hop verify-availability
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ステップ 4

ルータが PBR を使用してトラフィックをリダイレクトするようにしたい WAE（たとえば、ブ
ランチ オフィスの Edge-WAE1）で、CDP を有効にします。
Edge-WAE1(config)# cdp enable

（注）

PBR を設定し、複数の WAE があり、方法 1 を使用して PBR のネクストホップとして WAE が
使用できることを確認する場合、前のプロセスを完了したら、追加の設定は不要です。

方法 2：IP SLA を使用して、WAE が ICMP エコー検査を使用して動作していることを
確認する
IP SLA と ICMP を使用して（推奨方式）、PBR のネクストホップとして WAE が使用できること
を確認するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

ブランチ オフィスの Edge-Router1 ルータで、このルータですでに設定されている
WAAS-EDGE-LAN ルート マップ用のルート マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
Edge-Router1(config)# route-map WAAS-EDGE-LAN permit

ステップ 2

トラフィックの一致条件を指定します。次の例では、一致条件にアクセス リスト番号 105 が指
定されます。
Edge-Router1(config)# match ip address 105

ステップ 3

IP SLA 追跡インスタンス番号 1 を使用してネクストホップ WAE（たとえば、IP アドレスが
1.1.1.100 で Edge-WAE1 という名前のブランチ オフィスの WAE）が使用できることを確認する
ように、ルート マップを設定します。
Edge-Router1(config-route-map)# set ip next-hop verify-availability 1.1.1.100 track 1

（注）

ステップ 4

ブランチ オフィスのエッジ ルータと、PBR を使用してトラフィックを WAE へリダイ
レクトするように設定されているデータセンターのコア ルータに設定されている各
ルート マップについて、set ip next-hop verify-availability コマンドを入力します。

IP SLA 追跡インスタンス 1 を設定します。
Edge-Router1(config-route-map)# exit
Edge-Router1(config)# ip sla 1
Edge-Router1(config-ip-sla)#

ステップ 5

指定のソース インターフェイスを使用し、Edge-WAE1 をエコーするようにルータを設定します。
Edge-Router1(config-ip-sla)# icmp-echo 1.1.1.100 source-interface FastEthernet 0/0.20

ステップ 6

20 秒周期でエコーを実行するようにルータを設定します。
Edge-Router1(config-ip-sla)# frequency 20
Edge-Router1(config-ip-sla)# exit

ステップ 7

ただちに開始し、継続的に動作するように、IP SLA 追跡インスタンス 1 のスケジュールを設定
します。
Edge-Router1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
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ステップ 8

IP SLA 追跡インスタンス 1 で定義されているデバイスを追跡するように、IP SLA 追跡インスタ
ンス 1 を設定します。
Edge-Router1(config)# track 1 rtr 1

（注）

PBR を設定し、複数の WAE があり、方法 2 を使用して PBR のネクストホップとして WAE が
使用できることを確認している場合は、WAE ごとに別々の IP SLA を設定し、IP SLA ごとに
track コマンドを実行する必要があります。

方法 3：IP SLA を使用して、WAE が TCP 接続試行を使用して動作していることを確認
する
PBR 用に設定され、Cisco IOS ソフトウェア Release 12.4 以降が動作しているデバイスが WAE
を CDP ネイバーと見なさない場合は、IP SLA を使用して、WAE が TCP 接続試行を使用して動
作していることを確認します。IP SLA を使用して、60 秒の固定周期で TCP 接続試行を使用し
て、WAE が PBR のネクスト ホップとして使用できることをモニタします。
PBR のネクストホップとして WAE が使用できることを確認するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

ブランチ オフィスの Edge-Router1 ルータで、このルータにすでに設定されている
WAAS-EDGE-LAN ルート マップ用のルート マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
Edge-Router1(config)# route-map WAAS-EDGE-LAN permit

ステップ 2

IP SLA 追跡インスタンス番号 1 を使用してネクストホップ WAE（たとえば、IP アドレスが
1.1.1.100 の Edge-WAE）が使用できることを確認するように、ルート マップを設定します。
Edge-Router1(config-route-map)# set ip next-hop verify-availability 1.1.1.100 track 1

（注）

ステップ 3

ブランチ オフィスのエッジ ルータと、PBR を使用してトラフィックを WAE へ透過的に
リダイレクトするように設定されているデータセンターのコア ルータに設定されている
各ルート マップについて、set ip next-hop verify-availability コマンドを入力します。

IP SLA 追跡インスタンス 1 を設定します。
Edge-Router1(config-route-map)# exit
Edge-Router1(config)# ip sla 1

ステップ 4

指定した送信先ポートと送信元ポートを使用し、60 秒の固定周期で TCP 接続試行を使用して
WAE が使用できることをモニタするように、ルータを設定します。
Edge-Router1(config-ip-sla)# tcp-connect 1.1.1.100 80 source-port 51883 control disable
Edge-Router1(config-ip-sla)# exit

ステップ 5

ただちに開始し、永続的に動作するように、IP SLA 追跡インスタンス 1 のスケジュールを設定
します。
Edge-Router1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now

ステップ 6

IP SLA 追跡インスタンス 1 で定義されているデバイスを追跡するように、IP SLA 追跡インスタ
ンス 1 を設定します。
Edge-Router1(config)# track 1 rtr 1
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（注）

PBR を設定し、複数の WAE があり、方法 3 を使用して PBR のネクストホップとして WAE が
使用できることを確認している場合は、WAE ごとに別々の IP SLA を設定し、IP SLA ごとに
track コマンドを実行する必要があります。

インライン モード代行受信の使用
ここでは、次の内容について説明します。
•

インライン代行受信に関する情報

•

WAE 上でのインライン動作の有効化

•

WAE 上でのインライン インターフェイスの設定

•

ANC 上でのインライン動作の設定

•

インライン インターフェイスの IP アドレスの設定

•

インライン サポートの VLAN の設定

•

インライン WAE のクラスタリングに関する情報

•

シリアル インライン WAE 間でのピア最適化の無効化

インライン代行受信に関する情報
インライン モードを使用して、WAE は、物理的に透過的にトラフィックをクライアントと
ルータの間で代行受信できます。インライン モードを使用するには、Cisco WAE Inline Network
Adapter またはインターフェイス モジュールがインストールされた WAE を使用します。この
モードでは、WAE デバイスを最適化するトラフィックのパスに物理的に配置します。通常は、
図 5-6で表示したスイッチとルータの間です。トラフィックのリダイレクションは必要ありま
せん。

（注）

インライン WAE デバイスを設置するときは、『Installing the Cisco WAE Inline Network Adapter』
の「Cabling」の項または適切なプラットフォーム ハードウェア ガイドで説明しているケーブ
ルの要件に従う必要があります。
ピア WAE 上でのトラフィック代行受信メカニズムの任意の組み合わせがサポートされています。
たとえば、インライン代行受信を、データセンター WAE 上のブランチ オフィス WAE と WCCP
で使用できます。複雑なデータセンター導入の場合は、WAAS AppNav ソリューションによる
ハードウェアにより加速された WCCP 代行受信（第 4 章「AppNav の設定」を参照）の使用、ま
たは Cisco Application Control Engine（ACE）でのロード バランシングの使用を推奨します。
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図 5-6
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（注）

インライン モードと WCCP リダイレクションは排他的です。WAE が WCCP 操作用に設定され
ている場合は、インライン モードを設定できません。インライン モードは、Cisco WAE Inline
Network Adapter が WAE デバイスに設置されている場合のデフォルト モードですが、Cisco イ
ンターフェイス モジュールの搭載されたデバイスでは、インライン モードを明示的に設定す
る必要があります。

（注）

インライン WAE は Central Manager として設定できますが、インライン代行受信機能は使用で
きません。
Cisco WAE Inline Network Adapter には、2 つまたは 4 つのイーサネット ポートがあり、Cisco イ
ンターフェイス モジュールには、2 ～ 8 つのイーサネット ポートがあり、AppNav コントロー
ラ インターフェイス モジュールには、4 ～ 12 個のイーサネット ポートがあります。Cisco
WAE Inline Network Adapter のポートは、常にインライン ポートとして設定されます。一方、
インターフェイス モジュールのポートは、デフォルトでは通常のスタンドアロン ポートとし
て設定され、インライン ポートとしてこれらのポートを明示的に設定する必要があります。イ
ンライン ポートの各ペアは、論理インライン グループにグループ化されます。
各インライン グループには LAN 対応ポート 1 つと WAN 対応ポート 1 つがあります。通常、1 つ
のインライン グループだけを使用し、LAN 対応ポートをスイッチに接続し、WAN 対応ポートを
ルータに接続します。WAE を複数のルータに接続する必要があるネットワーク トポロジを使用
している場合、追加のポートがあるアダプタまたはインターフェイス モジュールでは、追加のイ
ンターフェイスのグループが提供されます。グループで 1 つのインターフェイスを入力するトラ
フィックは、同じグループの別のインターフェイスを通じてデバイスを終了させます。
インライン ポートに対するハードウェア プラットフォームのサポートは、次のとおりです。

（注）

•

WAVE-294：設置された 1 つの Cisco インターフェイス モジュール（2 ポート、4 ポート、
または 8 ポート搭載）をサポートします。

•

WAVE-594/694/7541/7571/8541：設置された 1 つの Cisco インターフェイス モジュール（2
ポート、4 ポート、または 8 ポート搭載）または Cisco AppNav コントローラ インターフェ
イス モジュール（4 ポートまたは 12 ポート搭載）をサポートしています。

2 ポートの 10 ギガビット Cisco インターフェイス モジュールは、インライン モードで使用でき
ません。4 ポートの 10 ギガビット Cisco AppNav コントローラ インターフェイス モジュール
は、WAVE-594 でのみサポートされます。
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インライン インターフェイスに IP アドレスを割り当てることができますが、必須ではありませ
ん。詳細については、インライン インターフェイスの IP アドレスの設定を参照してください。
インライン グループを通過するトラフィックは、最適化のために透過的に代行受信されます。
最適化の必要のないトラフィックは、LAN/WAN インターフェイス間でブリッジされます。電
源、ハードウェア、回復不能なソフトウェアの障害が発生した場合、ネットワーク アダプタ
は、自動的にバイパス モード（フェールクローズ）で動作し始めます。この場合、すべてのト
ラフィックは各グループで LAN と WAN のインターフェイス間で機械的にブリッジングされま
す。WAE の電源を切るか起動したときに、Cisco WAE Inline Network Adapter と Cisco インター
フェイス モジュールもバイパス モードで動作します。また、インライン グループを手動でバ
イパス モードにすることもできます。

（注）

AppNav コントローラ インターフェイス モジュールは、障害が発生した場合でもトラフィック
フローを継続する自動バイパス モードをサポートしていません。ハイアベイラビリティを実現
するためには、2 台以上の AppNav コントローラ インターフェイス モジュールを AppNav クラ
スタに導入する必要があります。AppNav ソリューションでのインライン モードの使用の詳細
については、第 4 章「AppNav の設定」を参照してください。
インライン モードはデフォルトで、すべての TCP トラフィックを受けるように設定されます。
WAE が挿入されるネットワーク セグメントが 802.1Q のタグ付け（VLAN）トラフィックを実
行中の場合、最初にすべての VLAN 上のトラフィックが受信されます。インライン代行受信
は、各 VLAN に対して、有効または無効にできます。ただし、最適化のポリシーは、VLAN 上
でカスタマイズできません。
インライン モードで動作している WAE デバイスを順番にクラスタ化すると、デバイスに障害
が発生した場合にアベイラビリティを高めることができます。詳細については、インライン
WAE のクラスタリングに関する情報を参照してください。

（注）

WAE インライン グループがバイパス モードに入ると、接続されたスイッチとルータのポート
を再初期化しなければならない場合があり、これによって数秒間トラフィックの WAE の通過
が中断される可能性があります。
WAE がループの作成ができないような設定で展開される場合（つまり、スイッチとルータ間
にスタンダードな形式で展開される場合）、スイッチ ポート上の PortFast を WAE が接続される
ように設定します。PortFast によって、ポートは、スパニングツリー アルゴリズム（STA）の
最初の数ステージをスキップでき、より早くパケット転送モードに移行できます。

WAE 上でのインライン動作の有効化
この項では、アプリケーション アクセラレータとして設定された、AppNav クラスタの一部で
ある WAE 上でインライン設定を有効にし、設定する方法について説明します（AppNav クラス
タの一部である WAE では、appnav-controller 代行受信方式のみを使用します）。AppNav コント
ローラとして設定された WAE 上でインラインの設定を行う場合は、ANC 上でのインライン動
作の設定を参照してください。
Cisco インターフェイス モジュールを使用する WAVE-294/594/694/7541/7571/8541 デバイスで
は、インターフェイス モジュール ポートは、デフォルトで通常のスタンドアロン動作に設定
されます。インライン モードでデバイスを使用する場合は、インライン動作でポートを設定す
る必要があります。インライン モードを有効にすると、すべてのポートがインライン動作で設
定され、ポートの各ペアがインライン グループに変換されます。
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Cisco WAE Inline Network Adapter を使用する他の WAE デバイス上では、アダプタ上のポートが
常にインライン モードで動作します。この設定ウィンドウを使用して、VLAN ID 接続検証を
有効または無効にすることができます。これは、このような WAE デバイスに対して表示され
る唯一の設定です。
インライン動作を有効にし、一般的な設定を行うには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。（デバイス グ
ループからインライン動作を有効にすることはできません）。

ステップ 2

[Configure] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択します。
（注）

バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスを設定する場合は、
[Configure] > [Interception] > [Inline] > [General Settings] を選択して、インライン一般設
定を行います。設定ウィンドウの見た目は異なりますが、同様の設定があります。

[Interception Configuration] ウィンドウが表示されます。
ステップ 3

[Interception Method] ドロップダウン リストから、[Inline] を選択してインライン モードを有効
にします。（バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合、[Interception
Method] ドロップダウン リストは表示されません）。
[Interception Configuration] ウィンドウがインライン設定で更新されます。（図 5-7）。
図 5-7

ステップ 4

[Inline Interception Settings] ウィンドウ

[Inline Enable] チェックボックスを選択して、インライン動作を有効にします。
[Inline Enable] チェックボックスは、バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用していて、かつ Cisco
インターフェイス モジュールが設置されている WAVE デバイスの場合にのみ表示されます。

ステップ 5

VLAN ID 接続チェックを有効にするには、[Vlan ID Connection Check] チェックボックスを選択
します。無効にするには、このチェックボックスをオフにします。デフォルト設定はイネーブ
ルです。
WAAS は VLAN ID を使用して、インライン インターフェイスで TCP フローの VLAN トラ
フィックを代行受信またはブリッジします。特定 TCP 接続で送信されたすべてのパケットの
VLAN ID は一致する必要があります。異なる VLAN ID のパケットはブリッジされ、最適化さ
れません。システムに、ある方向のトラフィック フローが他方向のトラフィック フローとは
異なる VLAN ID を使用する非対称ルーティング トポロジが設定されている場合、トラフィッ
クが最適化されていることを確認するために VLAN ID チェックを無効化できます。
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ステップ 6

[Failover Timeout] ドロップダウン リストから、フェールオーバー タイムアウトを選択します（1
秒、5 秒、または 25 秒）。これは、デバイスまたは電源の障害が発生してから、インターフェイ
スがバイパス モードに移行するまでに待機する秒数を示します。デフォルト値は 1 秒です。
この項目は、AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ではなく、Cisco インター
フェイス モジュール を使用している WAVE デバイスにのみ表示されます。Cisco WAE Inline
Network Adapter を使用しているデバイスには、[Inline Interface Settings] ウィンドウでフェール
オーバー タイムアウトが設定されます（図 5-8）。この項目の名前はバージョン 5.0 よりも前の
WAAS では [Time Out] になり、[VLAN ID Connection Check] 項目の前に表示されます。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。すべてのインターフェイス モジュールのインターフェイスがイン
ライン グループに変換され、インターフェイス モジュールの既存のインターフェイス設定が
削除されることを確認するメッセージが表示されます。

ステップ 8

[OK] をクリックして確定します。
基本的なデフォルト設定により、インライン グループが設定されます。インライン グループ
設定を行うには、WAE 上でのインライン インターフェイスの設定を参照してください。
バージョン 5.0 よりも前の WAAS を実行しているデバイスの場合は、インライン モードを有効
にした後に、インライン グループが [Inline Interfaces] リストに表示されるまでには、約 2 回の
データフィード ポーリング サイクル（デフォルトでは、約 10 分）かかります。
（注）

いずれかのインターフェイス モジュール ポートがプライマリ インターフェイスとして
設定されている場合は、インライン モードを有効にできません。プライマリ インター
フェイスを変更し、このウィンドウに戻ってインライン モードを有効にします。
バージョン 5.0 よりも前の WAAS を実行しているデバイスの場合は、デフォルト以外の
設定（スタンバイ グループ、ポート チャネル、BVI、速度、二重性、IP アドレス、
ACL など）でインターフェイス モジュール上のいずれかのインターフェイスを設定し
た場合、インライン モードを有効にすることはできず、すべてのインターフェイスで
設定のチェックを求める警告メッセージが表示されます。すべてのインターフェイス
モジュールのインターフェイス（スロット 1）からすべての設定を削除した後に、この
ウィンドウに戻って、インライン モードを有効にする必要があります。

CLI からインライン動作を有効にするには、interception-method inline グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
CLI から VLAN ID チェックを設定するには、インライン動作を有効にした後に inline
vlan-id-connection-check グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

WAE 上でのインライン インターフェイスの設定
この項では、アプリケーション アクセラレータとして設定された、AppNav クラスタの一部であ
る WAE 上でインライン設定を行う方法について説明します（AppNav クラスタの一部である WAE
では、appnav-controller 代行受信方式のみを使用します）
。AppNav コントローラ として設定された
WAE 上でインライン設定を行うには、ANC 上でのインライン動作の設定 を参照してください。
インライン インターフェイス設定を行うには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。（デバイス グ
ループからはインライン インターフェイスを設定できません）。
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ステップ 2

[Configure] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択します。
（注）

バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスを設定する場合は、
[Configure] > [Interception] > [Inline] > [Inline Interfaces] を選択して、インライン イン
ターフェイス設定を行います。設定ウィンドウの見た目は異なりますが、同様の設定が
あります。

[Inline Interfaces] ウィンドウが開き、デバイス上のインライン インターフェイス グループが表
示されます。
ステップ 3

設定するインライン グループを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。（バー
ジョン 5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスでは、インターフェイスの横にある [Edit]
アイコンをクリックします）。
[Edit Inline Settings] ウィンドウが表示され、特定のスロットとポート グループのインライン イ
ンターフェイス設定が表示されます。（図 5-8 を参照）。
図 5-8

ステップ 4

[Edit Inline Settings] ウィンドウ

インライン グループ インターフェイスで Cisco Discovery Protocol（CDP）を有効にするには、
[Use CDP] チェックボックスを選択します。バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用している
デバイスの場合、[Use CDP] チェックボックスは表示されません。
有効にすると、CDP は、ネイバー デバイスのプロトコル アドレスを取得し、それらのデバイ
スのプラットフォームを検出します。また、ルータが使用するインターフェイスに関する情報
を表示します。
[CDP Settings] ウィンドウから CDP を設定すると、CDP がすべてのインターフェイスでグロー
バルに有効になります。CDP の設定については、6 章「ネットワーク構成の設定」の CDP 設定
の構成 を参照してください。

ステップ 5

[Shutdown] チェックボックスを選択して、インライン グループを停止します。この設定は、処
理なしでトラフィックを LAN/WAN インターフェイス間でブリッジングします。

ステップ 6

[Encapsulation] フィールドで、WAE から出るトラフィックに割り当てる VLAN ID を入力しま
す。VLAN ID は、ルータが予測する VLAN ID と一致するように設定する必要があります。
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VLAN ID の詳細については、インライン インターフェイスの IP アドレスの設定を参照してく
ださい。
ステップ 7

[Load Interval] ドロップダウン リストから、統計のためのインターフェイスのポーリングおよび
スループットの計算を行う間隔（秒単位）を選択します。デフォルトは 30 秒です。
（バージョン
5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスには、[Load Interval] の項目は表示されません）。

ステップ 8

[Intercept all VLANs] チェックボックスを選択して、インターフェイス グループのインライン
代行受信を有効にします。WAE に Cisco WAE Inline Network Adapter が設置されている場合、イ
ンライン代行受信はデフォルトで有効になっていますが、Cisco インターフェイス モジュール
が搭載されたデバイスでは明示的に有効にする必要があります（WAE 上でのインライン動作
の有効化を参照してください）。

ステップ 9

[Exclude VLAN] フィールドで、最適化から除外する 1 つまたは複数の VLAN 範囲のリストを入
力します。ネイティブ VLAN を除外するには、「native」と入力します。各 VLAN 範囲をカン
マで区切ります。または、次に示す手順に従って、VLAN 範囲をリストから選択できます。
a.

インライン代行受信に含める VLAN リストがわかっている場合は、[Configure Include
VLANs] をクリックします。このボタンは、内包する VLAN をカンマで区切ったリストの
入力を要求するスクリプトを実行します。スクリプトは、除外対象のすべての VLAN のイ
ンバース リストを生成し、その後、ウィンドウを更新し、リストを [Exclude VLAN]
フィールドに入力します。

b.

[Choose VLANs from the list] をクリックして、VLAN 範囲を選択します。[VLAN Range
Assignments] ウィンドウが表示され、定義された VLAN 範囲を表示します。VLAN 範囲の
定義については、インライン サポートの VLAN の設定に説明があります。

c.

含めるか、または除外する VLAN 範囲を選択します。
– 最適化に含める各 VLAN 範囲の横にあるチェックボックスを選択し、[Include Vlan] タ
スクバー アイコンをクリックします。最適化に含まれないすべての VLAN は、除外さ
れます。バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合は、含める
各 VLAN 範囲の横にある
をクリックします。アイコンは
に変わります。
– 最適化から除外する各 VLAN 範囲の横にあるチェックボックスを選択し、[Exclude
Vlan] タスクバー アイコンをクリックします。バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用
しているデバイスの場合は、最適化から除外する各 VLAN 範囲の横にある
をク
リックします。アイコンは
に変わります。
– すべての選択をクリアするには、[Clear Selection] タスクバー アイコンをクリックしま
す。バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合は、タスクバー
の
をクリックして最適化する有効なすべての VLAN 範囲を選択するか、タスク
バーの
をクリックして、すべての VLAN 範囲を最適化から除外します。

d.

[OK] をクリックします。バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合
は、[Submit] をクリックします。

ステップ 10 [Failover Timeout] ドロップダウン リストから、秒数 [1]、[3]、[5]、または [10] を選択します。

デフォルト値は 1 秒です。この値は、バイパス モードで動作を開始する前に、WAE が待つ障
害イベント後の秒数を設定します。バイパス モードでは、インターフェイス グループのいず
れかのポートで受信されるすべてのトラフィックはグループの別のポートへ転送されます。
このチェックボックスは、.Cisco WAE Inline Network Adapter を使用するデバイスにのみ適用さ
れます。Cisco インターフェイス モジュール を使用しているデバイスでは、フェールオーバー
タイムアウトは [Inline Interception Settings] ウィンドウ（図 5-7）で設定され、このウィンドウ
には表示されません。
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ステップ 11 速度およびモードのポート設定を次のように行います（これらの設定は、自動検知を使用する

WAAS バージョン 5.0 以降を使用しているデバイス上の Cisco インターフェイス モジュールの
インターフェイスでは使用されません）。
a.

デフォルトで有効になっている [AutoSense] チェックボックスの選択を解除します。

b.

[Speed] ドロップダウン リストから、送信速度（[10]、[100]、[1000]、または [10000]
Mbps）を選択します。バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用している Cisco インター
フェイス モジュールのファイバ ギガビット イーサネット インターフェイスに対しては、
1000 Mbps を選択します。

c.

[Mode] ドロップダウン リストから、送信モード（[full-duplex] または [half-duplex]）を選択
します。バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用している Cisco インターフェイス モ
ジュールのファイバ ギガビット イーサネット インターフェイスに対しては、full-duplex を
選択します。

（注）

WAE、ルータ、スイッチ、またはその他のデバイスでは半二重接続を使用しないこ
とを強く推奨します。半二重接続の場合はパフォーマンスが低下するので、使用は
避けてください。各 Cisco WAE インターフェイスおよび隣接デバイス（ルータ、ス
イッチ、ファイアウォール、WAE）のポート設定を調べて、全二重接続が使用され
ていることを確認してください。

ステップ 12 IP アドレスを割り当てる場合は、[Address] フィールドにインライン インターフェイスの IP ア

ドレスを入力します。
ステップ 13 [Netmask] フィールドに、インライン インターフェイスのサブネット マスクを入力します。
ステップ 14 [Secondary Address] フィールドと [Secondary Netmask] フィールドに最大 4 つまでのセカンダリ

IP アドレスとそれに対応するサブネット マスクを入力します。
複数の IP アドレスを設定することで、デバイスを複数のサブネットに置くことができ、データ
をルータでリダイレクトせずに、直接 WAAS デバイスから情報を要求するクライアントへ転送
できるので、デバイスを使用して応答時間を最適化することができます。また、WAAS デバイ
スとクライアントは同じサブネット上に設定されるため、クライアントから WAAS デバイスを
認識できます。
ステップ 15 [Default Gateway] フィールドで、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスを入力します。WAAS バー

ジョン 5.0 以降を使用しているデバイスの場合、[Default Gateway] フィールドは表示されません。
ステップ 16 （任意）[Inbound ACL] ドロップダウン リストから、着信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ドロップダウン リストには、システムに設定されているすべての IP ACL が表示されています。
ステップ 17 （任意）[Outbound ACL] ドロップダウン リストから、発信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ステップ 18 [OK] をクリックします。
（バージョン 5.0 より前の WAAS を使用したデバイスでは、[Submit]

をクリックします）。
ステップ 19 WAAS バージョン 5.0 以降の場合は、[Configure] > [Network] > [Default Gateway] を選択して、

インライン インターフェイスのデフォルト ゲートウェイを設定します。
a.

[Default Gateway] フィールドで、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスを入力します。

b.

[Submit] をクリックします。

CLI からインライン代行受信を設定するには、interface InlineGroup グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用できます。
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ANC 上でのインライン動作の設定
この項では、AppNav コントローラ（ANC）として設定された WAAS デバイス上でインライン
設定を有効にし、設定する方法について説明します。4 章「AppNav の設定」の AppNav Cluster
ウィザードを使用した新しい AppNav クラスタの作成の説明に従って、AppNav クラスタの
ウィザードを使用してインライン ANC を設定し、インライン ブリッジ インターフェイスを作
成することもできます。
アプリケーション アクセラレータとして設定された WAE 上でインラインの設定を行う場合は、
WAE 上でのインライン動作の有効化を参照してください。
Cisco 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
WAVE-594/694/7541/7571/8541 デバイスでは、AppNav コントローラ インターフェイス モ
ジュール ポートは、デフォルトで通常のスタンドアロン動作に設定されます。インライン
モードでデバイスを使用する場合は、インライン動作でポートを設定し、インライン ブリッジ
グループを作成する必要があります。インライン モードを有効にすると、すべてのポートがイ
ンライン動作で設定されます。
インライン動作を有効にし、インライン ブリッジ グループを設定するには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。（デバイス グ
ループからインライン動作を有効にすることはできません）。

ステップ 2

[Configure] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択します。
[Interception Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Interception Method] ドロップダウン リストから、[Inline] を選択してインライン モードを有効
にします。

ステップ 4

[Submit] をクリックしてインライン モードを有効にし、追加設定を使用してウィンドウを更新
します。
すべての既存のブリッジ グループが表示されます。これには、ブリッジ グループの番号、プ
ロトコル、リンク ステート プロパゲーション設定、VLAN 範囲、および含まれているイン
ターフェイスが示されます。
このリストから、次の作業を実行できます。

ステップ 5

•

ブリッジ グループを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックして、ブリッジ グルー
プの設定を編集します。

•

ブリッジ グループを選択し、[Delete] タスクバー アイコンをクリックして、ブリッジ グ
ループを削除します。

•

次の手順の説明に従って、新しいブリッジ グループを作成します。

[Create Bridge] タスクバー アイコンをクリックします。
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図 5-9

ステップ 6

[Create Bridge] ウィンドウ

[Bridge Index] ドロップダウン リストから、ブリッジ グループの番号を選択します。

ステップ 7 （任意）[Description] フィールドに、ブリッジ グループの説明を入力します。
ステップ 8 （任意）[Link State Propagation] チェックボックスを選択して、リンク ステート プロパゲー

ションを有効にします。デフォルトではイネーブルです。
リンク ステート プロパゲーションとは、インライン ブリッジ グループの 1 つのインターフェ
イスがダウンした場合に、他のインターフェイスが自動的にシャットダウンされ、ネットワー
ク フェールオーバー方式が確実にトリガーされることを意味します。
ステップ 9 （オプション）代行受信に含める VLAN を設定します。最初は、すべての VLAN が含まれま

す。特定の VLAN 範囲を含める、または除外するには、次の手順に従ってください。
a.

[Vlan Calculator] をクリックします。

b.

代行受信に含める各 VLAN 範囲に対して、[Select Operation Type] ドロップダウン リストから
[Add/Include] を選択します。[Vlan Range] フィールドで、対象に含める 1 つ以上の VLAN 範囲の
カンマ区切りのリストを入力します。ネイティブ VLAN を含めるには、
「native」と入力します。

c.

代行受信に含める各 VLAN 範囲に対して、[Select Operation Type] ドロップダウン リストか
ら [Except/Exclude] を選択します。[Vlan Range] フィールドで、除外する 1 つ以上の VLAN
範囲のカンマ区切りのリストを入力します。ネイティブ VLAN を除外するには、「native」
と入力します。

d.

[OK] をクリックして設定内容を保存します。

ステップ 10 [Assign Interfaces] 領域で、このブリッジ グループに割り当てる 2 つのインターフェイスの横に

あるチェック ボックスを選択し、[Assign] タスクバー アイコンをクリックします。割り当て済
みのインターフェイスの割り当てを解除するには、割り当てを解除する各インターフェイスを
選択し、[Unassign] タスクバー アイコンをクリックします。ブリッジ グループには、2 つの物
理インターフェイスまたは 2 つのポート チャネル インターフェイス（または、これらの組み合
わせ）を含めることができます。
ステップ 11 [OK] をクリックして、ブリッジ グループを作成します。
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インライン インターフェイスの IP アドレスの設定
インライン グループ インターフェイスに IP アドレスを割り当てることができますが、必須で
はありません。WAE 上でのインライン インターフェイスの設定で説明されている手順に従っ
て、1 つのプライマリ IP アドレスと最大 4 つのセカンダリ IP アドレスを割り当てることができ
ます。
インライン グループ インターフェイスを WAE のプライマリ インターフェイスとして設定する
には、[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] ウィンドウの [Primary Interface] ドロップダ
ウン リストを使用します。
WAE のプライマリ インターフェイスがインライン グループ インターフェイスに設定され、管
理トラフィックが個別の IP アドレス（同一のインライン グループ インターフェイスまたは組
み込みインターフェイスのセカンダリ IP アドレス）に設定されているシナリオでは、WAAS
Central Manager が管理トラフィック用に指定された IP アドレスの WAE と通信するように設定
します。[Configure] > [Network] > [Management Interface Settings] メニュー項目を使用して、
WAE 管理インターフェイスの設定を行います。バージョン 5.0 よりも前の WAAS の場合は、
[device-name] > [Activation] ウィンドウの [Management IP] フィールドで、WAE 管理トラフィッ
クの IP アドレスを設定します。
インライン モードで動作している WAE が、スイッチとルータ間の 802.1Q VLAN トランク回線
に存在し、インライン インターフェイスに IP アドレスを設定している場合は、WAE の発信ト
ラフィックに割り当てられる VLAN ID を設定する必要があります。VLAN ID は、ルータが予
測する VLAN ID と一致するように設定する必要があります。
VLAN ID を割り当てるには、次のように、encapsulation dot1Q インターフェイス コマンドを
使用します。
(config)# interface inlineGroup 1/0
(config-if)# encapsulation dot1Q 100

この例は、VLAN ID 100 を WAE の発信トラフィックに割り当てる方法を示しています。
VLAN ID の範囲は、1 ～ 4094 です。
（注）

インライン トラフィックの VLAN ID を設定するには、encapsulation dot1Q インターフェイス
コマンドを使用するか、または Central Manager メニュー項目（[Configure] > [Interception] >
[Interception Configuration]）を使用します（WAE 上でのインライン インターフェイスの設定
を参照）。
VLAN ID がルータ サブインターフェイスによって予測された VLAN ID と一致しないと、イン
ライン インターフェイス IP アドレスに接続できない場合があります。
インライン アダプタは、インライン グループ インターフェイスごとに 1 つの VLAN ID しかサ
ポートしません。インライン インターフェイスの異なるサブネットのセカンダリ アドレスを
設定している場合は、VLAN のルータ サブインターフェイスに同じセカンダリ アドレスを割
り当てる必要があります。
IEEE 802.1Q トンネリングを使用すると、タグが追加されるときにフレーム サイズが 4 バイト
増加します。したがって、デバイス MTU を最低でも 1504 バイト増やすことによって、トンネ
ル化されたパケットが通過するすべてのスイッチでより大きなフレームを処理できるように設
定する必要があります。
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（注）

IPv6 アドレスと dot1 q カプセル化で設定されている WAE 上のインライン インターフェイスが
IPv6 デフォルト ゲートウェイとの通信を試みた場合、通信はつながりません。IPv4 アドレス
と dot1 Q カプセル化で設定された同じデバイスが IPv4 デフォルト ゲートウェイとの通信を試
みた場合は、通信はつながります。
dot1Q カプセル化が無効になっている場合は、WAE（IPv6 または IPv4 が設定されている）は
関連の IP タイプのデフォルト ゲートウェイに到達できます。

次の動作に関する考慮事項は、インライン インターフェイスでの IP アドレスの設定に適用さ
れます。
•

この機能は、ルーティング可能な基本インターフェイスをサポートし、組み込みインター
フェイスに関連付けられたスタンバイ チャネルおよびポート チャネルの追加機能はサポー
トしません。

•

すべてのトラフィックに対してインライン インターフェイスを使用するように WAE を設
定している場合は、インライン代行受信を有効にする必要があります。有効にしないと、
WAE はトラフィックを受信しません。

•

WAE が、すべてのトラフィックに対してインライン インターフェイスを使用するように設定
されており、メカニカル バイパス モードに切り替わった場合は、インライン インターフェイ
ス IP アドレスを介して WAE にアクセスできなくなります。インライン インターフェイスがバ
イパス モードの場合にデバイスを管理するには、コンソール アクセスが必要となります。

•

WAE にインライン インターフェイスの IP アドレスが設定されている場合、インターフェ
イスはそのアドレス宛てのトラフィックと ARP ブロードキャストだけを受信でき、マルチ
キャスト トラフィックは受信できません。

•

HSRP グループに参加している 2 つのルータが 2 つのインライン グループを介して直接接続さ
れている、HSRP を使用した構成の場合、アクティブなルータが故障すると、HSRP はすべて
のクライアントを対象として動作します。ただし、管理トラフィックもインライン インター
フェイスを使用するように設定されている場合、管理トラフィック用の WAE 自身の IP アドレ
スにはこの冗長性は適用されません。アクティブなルータが故障した場合、インライン イン
ターフェイスは物理的に故障したルータ インターフェイスに接続されているため、WAE イン
ライン IP アドレスには接続できなくなります。この場合は、スタンバイ ルータに接続された
2 番めのインライン グループ インターフェイスを通じて WAE に接続できます。管理トラ
フィック用の WAE 自身の IP アドレスに冗長性が必要な場合は、インライン インターフェイ
スではなく組み込みインターフェイスの IP アドレスを使用することを推奨します。

インライン サポートの VLAN の設定
最初、WAE はトラフィックをすべての VLAN から受信します。ある VLAN からのトラフィッ
クを含めるまたは排除するように WAE を設定できます。排除された VLAN に対してトラ
フィックはグループで LAN/WAN インターフェイス間でブリッジングされ、処理されません。
インラインをサポートするように VLAN 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 メニューで、[Configure] > [Platform] > [Vlans] を選択します。
[Vlans] ウィンドウが表示され、定義された VLAN をリストします。このリストから、次の作
業を実行できます。
•

VLAN を選択して [Edit] タスクバー アイコンをクリックして、VLAN を編集します。
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•

VLAN を選択して [Delete] タスクバー アイコンをクリックして、VLAN を削除します。

•

次の手順に従って、新しい VLAN を作成します。

ステップ 2

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

ステップ 3

[Name] フィールドで、VLAN リストの名前を入力します。

ステップ 4

[Ranges] フィールドで、1 つまたは複数の VLAN 範囲のリストを入力します。各 VLAN 範囲を
カンマで分離します（スペースはなし）。WAE 上でのインライン インターフェイスの設定の説
明に従って、インライン インターフェイス グループを設定するときに、VLAN 範囲のこのリ
ストは、最適化に含めたり除外したりすることができます。このフィールドには、「native」を
指定できません。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

VLAN リスト作成のこの機能が提供され、VLAN リストをグローバルに設定できます。インラ
イン インターフェイス用に VLAN を設定するには、この機能を使用する必要はありません。
WAE 上でのインライン インターフェイスの設定の説明に従って、インライン インターフェイ
ス設定ウィンドウで VLAN を直接設定できます。

インライン WAE のクラスタリングに関する情報
インライン モードで動作している WAE デバイスを順番にクラスタ化すると、デバイスに障害
が発生した場合にデータセンターのアベイラビリティを高めることができます。現在の最適化
デバイスに問題が発生した場合、インライン グループはシャットダウンするか、またはデバイ
スが過負荷になり、クラスタ内の 2 番目の WAE デバイスが最適化サービスを提供します。拡
張またはロード バランシングの目的でシリアル インライン クラスタに WAE デバイスを導入す
る方法は、サポートされていません。

（注）

個々のアプリケーション アクセラレータではなく、TFO 過負荷で過負荷フェールオーバーが発
生します。これは、一時的な過負荷防止を目的としています。過負荷状態で WAE の実行を継
続すると、頻繁に過負荷フェールオーバーが発生するため、推奨しません。
シリアル クラスタは、連続的にトラフィック パスで接続される 2 つの WAE デバイスで構成さ
れます。1 つのデバイスの WAN ポートは、図 5-10 に示すように、次のデバイスの LAN ポート
などに接続されます。

インライン クラスタ

1

2

3

4
WAN

File and
application servers

Switch

WAE-1

Router

WAE-2

1

WAE-1 のインライン LAN ポート

3

WAE-2 のインライン LAN ポート

2

WAE-1 のインライン WAN ポート

4

WAE-2 のインライン WAN ポート

159918

図 5-10
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シリアル クラスタでは、スイッチとルータの間のすべてのトラフィックは、すべてのインライ
ン WAE を通過します。図 5-10 では、TCP 接続は WAE-1 によって最適化されます。WAE-1 に
障害が発生すると、トラフィックはバイパスされ、WAE-2 によって最適化されます。
シリアルでクラスタ化された WAE のポリシー設定は同じである必要があります。また、クラ
スタ内の両方の WAE に同じデバイスを使用することを推奨します。
各 WAE でインライン WAE をシリアルでクラスタ化する場合、クラスタ内の他の WAE のアド
レスを非最適化ピアとして設定する必要があります。これにより、シリアル クラスタの 2 つの
ピア WAE 間の最適化が無効となります。これは、ユーザが WAN リンクの各側の WAE ピア間
のみでの最適化を希望しているためです。ピア間での最適化を無効にする方法の詳細について
は、シリアル インライン WAE 間でのピア最適化の無効化を参照してください。

シリアル インライン WAE 間でのピア最適化の無効化
シリアル クラスタの WAE 間のピア最適化を無効にするには、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。（デバイス グ
ループからはピアを設定できません）。

ステップ 2

[Configure] > [Peers] > [Peer Settings] を選択します。
[Peer Settings] ウィンドウが表示されます（図 5-11 を参照）。
図 5-11

[Peer Settings] ウィンドウ

ステップ 3

ウィンドウの下部にある [Select Peer] トライアングル コントロールをクリックして、この
Central Manager で登録された他の WAE を表示します（[Select Peer] エリアを参照）。

ステップ 4

[Select Peer] エリアで、現在のデバイスのシリアル ピアの横にあるオプション ボタンをクリッ
クします。ピア デバイスの名前が [Disable Optimization With Peer] フィールドに表示されます。
デバイス リストをフィルタする場合は、[Filter] フィールドに文字列を入力します。文字を入力
すると、デバイス リストが動的にフィルタされ、デバイス名またはハードウェア デバイス ID
にフィルタ文字列が含まれるデバイスのみが対象となります。
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ステップ 5

[Automatically Configure Peer] チェックボックスを選択すると、Central Manager が類似の設定を
使用して他のピアを設定し、現在のデバイスを使用して最適化を無効にすることができます。
このチェック ボックスを選択しない場合、他のピアを手動で設定して、現在のデバイスを使用
して最適化を無効にする必要があります。変更内容を送信した後、[Switch to Peer] ボタンをク
リックして、このピア デバイスに関する同じ設定ページへ進みます。

ステップ 6

[Description] フィールドにピアの説明を入力します。デフォルトの説明は、ピアのデバイス名
です。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。

CLI からシリアル ピア最適化を無効にするには、no peer device-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。シリアル ピア最適化を再度有効にするには、peer
device-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
Central Manager に登録されているすべてのシリアル クラスタ ペアのステータスを表示するに
は、WAAS Central Manager メニューで、[Configure] > [Global] > [Peer Settings] を選択します。
図 5-12 に示すように、[Peer Settings] ステータス ウィンドウが表示されます。
図 5-12

[Peer Settings For All Devices] ウィンドウ

ウィンドウには、ピア最適化を設定した各 WAE が表示されます。各シリアル クラスタ ペアに
対して 2 つのエントリがあり、エントリの [Mutual Pair] カラムにチェック マークが付いている
ことを確認します。ペアの各 WAE にはエントリが設定されていることが必要です（たとえば、
上図の最初と最後のエントリ）。
エントリの [Mutual Pair] カラムにチェック マークが付いていない場合は、シリアル ピアが設定
されているが、このピアが最初のデバイスを使用してシリアル ピアとして同様に設定されてい
ない WAE を示します。

AppNav 代行受信の設定
AppNav 導入の一部であり、かつ AppNav クラスタの WAAS ノード（WN）として設定されてい
る WAE の場合は、WAE を設定して appnav-controller 代行受信方式を使用する必要があります。
これらの WN は ANC からのトラフィックのみを受信し、ルータからは直接受信しません。
ネットワーク トラフィックを代行受信する代行受信方式（WCCP、PBR、インラインなど）の
設定は、ANC デバイス上で行います。AppNav 導入の詳細については、第 4 章「AppNav の設
定」を参照してください。
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（注）

ISR-WAAS デバイスは AppNav コントローラの代行受信方式だけをサポートします。
Central Manager のウィザードを使用して AppNav クラスタを作成した場合、または AppNav ク
ラスタのウィンドウを使用して WN をクラスタに追加した場合は、Central Manager により、
WN が appnav-controller 代行受信方式を使用して自動的に設定されます。WN をクラスタに追
加した後には、その代行受信方式を変更できません。
WN 上での appnav-controller 代行受信を手動で設定するには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択します。[Interception
Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Interception Method] ドロップダウン リストから、[appnav-controller] を選択して
appnav-controller 代行受信方式を有効にします。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

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

5-60

CHAPTER

6

ネットワーク設定の構成
この章では、ネットワーク トラフィックをサポートするために追加のネットワーク インター
フェイスの作成、ポート チャネルおよびスタンバイ インターフェイスの作成、Cisco Wide Area
Application Services（WAAS）Express インターフェイスの最適化の設定、デフォルト ゲート
ウェイおよびドメイン ネーム システム（DNS）サーバの指定、Cisco Discovery Protocol（CDP）
の有効化など、基本的なネットワーク設定を構成する方法について説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と Cisco Wide Area Application
Engine（WAE）を総称する用語として「Cisco WAAS デバイス」を使用します。WAE という用
語は、WAE および WAVE アプライアンス、WAAS を実行する SM-SRE モジュール、および
Cisco Virtual WAAS（vWAAS）インスタンスを示します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

ネットワーク インターフェイスの設定

•

TCP 設定の構成

•

固定 IP ルートの設定

•

CDP 設定の構成

•

DNS サーバの設定

•

Windows ネーム サービスの設定

インライン インターフェイスのブリッジ グループの設定の詳細については、AppNav コント
ローラ インターフェイス モジュール第 5 章「トラフィック代行受信の設定」のANC 上でのイ
ンライン動作の設定を参照するか、または第 4 章「AppNav の設定」のAppNav Cluster ウィザー
ドを使用した新しい AppNav クラスタの作成で説明されているように、AppNav クラスタ ウィ
ザードを使用してください。

ネットワーク インターフェイスの設定
初期設定時に、
『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』で説明されてい
るように、初期インターフェイスを選択して、DHCP 用に設定するか、または静的 IP アドレス
を指定します。
リリース 6.0 以降、次のデバイスは IPv4 のみ、IPv6 のみ、およびデュアル スタック設定をサ
ポートします。
•

WAVE-294/594/694/7541/7571/8541
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•

VMware ESX および ESXi ハイパーバイザ上の vWAAS、ISR 4451（kWAAS上の vWAAS

•

WAAS Express

ここでは、冗長性、ロード バランシング、およびパフォーマンス最適化のためのオプションを
使用して追加のインターフェイスを設定する方法、および以前に設定されたインターフェイス
の設定を変更する方法について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。
•

スタンバイ インターフェイスの設定

•

1 つのインターフェイスへの複数の IP アドレスの設定

•

イーサネット インターフェイスの設定

•

デフォルト ゲートウェイの設定

•

ポート チャネル設定の構成

•

DHCP 用のインターフェイスの設定

•

vWAAS デバイスの仮想インターフェイス設定の変更

•

WAAS Express インターフェイスでの最適化の有効化または無効化

•

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

•

管理インターフェイス設定の構成

•

ジャンボ MTU の設定

ネットワーク設定を設定するには、WAAS CLI の代わりに、WAAS Central Manager を使用する
ことを推奨します。CLI を使用する場合は、『Cisco Wide Area Application Services Command
Reference』の interface、ip address、port-channel、および primary-interface の各コマンドを
参照してください。
WAAS デバイスでは、ネットワーク インターフェイスに次のような名前が付きます。

（注）

•

WAE-512/612/7326：GigabitEthernet 1/0 および GigabitEthernet 2/0 という名前の 2 つの組み
込みイーサネット インターフェイスを備えています。

•

WAVE-294/594/694/7541/7571/8541：GigabitEthernet 0/0 と GigabitEthernet 0/1 という名前の
2 つの組み込みイーサネット インターフェイスを備えています。Cisco インターフェイス
モジュール および AppNav コントローラ インターフェイス モジュール 上の追加インター
フェイスには、ポートの数およびタイプに応じて GigabitEthernet 1/0 ～ 1/11 または
TenGigabitEthernet 1/0 ～ 1/3 の名前が付きます。

•

NME-WAE デバイス：1/0 と指名されたルータへの内部インターフェイス、および 2/0 と指
名された外部インターフェイスを持ちます。SM-SRE デバイス：1/0 と指名されたルータへ
の内部インターフェイス、および 2/0 と指名された外部インターフェイスを持ちます。

WAE、ルータ、スイッチ、またはその他のデバイスでは半二重接続を使用しないことを強く推
奨します。半二重接続の場合はパフォーマンスが低下するので、使用は避けてください。各
Cisco WAE インターフェイスおよび隣接デバイス（ルータ、スイッチ、ファイアウォール、
WAE）のポート設定を調べて、全二重接続が使用されていることを確認してください。
Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに AppNav コントローラ を接続する場合は、両方のデバイ
スのインターフェイスを同じ自動ネゴシエート設定（両方オンまたは両方オフのいずれか）に
設定する必要があります。設定が異なっていると、スイッチ リンクのフラッピングが発生する
ことがあります。
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（注）

シスコ ISR-WAASデバイスでは、WAAS Central Manager から、ネットワーク インターフェイ
ス、IP アドレス（IPv4 または IPv6）、ルート、デフォルト ゲートウェイ、DNS サーバ、ジャン
ボ最大伝送ユニット（MTU）を設定できません。これらを設定するには、ルータの CLI を使用
します。

（注）

レイヤ 3 インターフェイスにより、ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）パケットが
ドロップされることがあります。ただし、これはデータ トラフィックに影響しません。

スタンバイ インターフェイスの設定
この手順では、スタンバイ インターフェイスと呼ばれる論理インターフェイスを設定できま
す。このスタンバイ インターフェイスを設定した後で、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スタンバイ インターフェイスに関連付けて、スタンバイ グルー
プを作成する必要があります。WAAS Central Manager で、2 つのインターフェイスをスタンバ
イ グループに、1 つのインターフェイスをプライマリに割り当てて、スタンバイ グループを作
成します。
スタンバイ インターフェイスは、使用中のメンバー インターフェイスに障害が発生した場合
を除いて、未使用状態のままとなります。使用中のネットワーク インターフェイスに障害が
（ケーブルの問題、レイヤ 2 スイッチの障害、またはその他の障害が原因で）発生すると、ス
タンバイ グループの別のメンバー インターフェイスが使用中の状態に変わり、トラフィック
の伝送を開始し、障害が起きたインターフェイスの負荷を引き受けます。スタンバイ インター
フェイスを設定すると、ある時点でただ 1 つのインターフェイスだけが使用中になります。
スタンバイ インターフェイスを設定するには、2 つの物理インターフェイス メンバーまたは 2
つのポート チャネル インターフェイス メンバーをスタンバイ グループに割り当てる必要があ
ります。次の動作に関する考慮事項は、スタンバイ グループに適用されます。
•

1 つのスタンバイ グループは、2 つの物理インターフェイスまたは 2 つのポート チャネル
インターフェイスから構成されます。（5.0 より前のバージョンを実行して、WAAS デバイ
スを設定する場合は、両方のインターフェイスは物理インターフェイスである必要があり
ます）。

•

1 つの WAAS デバイス上で、スタンバイ グループの最大数は 2 つです。Cisco AppNav コン
トローラ インターフェイス モジュール を使用している場合、最大 3 つのスタンバイ グ
ループを設定できます。

•

スタンバイ グループには、グループのすべてのメンバーが共有する固有のスタンバイ IP ア
ドレスが割り当てられます。

•

スタンバイ グループに属するインターフェイスの二重性と速度を設定すると、信頼性が向
上します。

•

スタンバイ グループに属する物理インターフェイスで、IP ACL を設定できます。

•

スタンバイ グループの 1 つのインターフェイスがプライマリ スタンバイ インターフェイス
に指定されます。プライマリ インターフェイスだけが、グループ IP アドレスを使用します。

•

使用中のインターフェイスに障害が発生した場合、そのスタンバイ グループにある別のイ
ンターフェイスが引き継ぎ、トラフィックを伝送します。

•

スタンバイ グループのすべてのメンバーで障害が生じ、その後、1 つが回復した場合、
WAAS ソフトウェアは、動作状態のインターフェイスでスタンバイ グループを起動します。
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•

スタンバイ グループ内のプライマリ インターフェイスは、実行時に変更できます（デフォ
ルトの動作では、異なるインターフェイスがプライマリになった場合、現在使用中イン
ターフェイスが優先的に使用されます）。

•

物理インターフェイスがスタンバイ グループのメンバーである場合、同時にポート チャネ
ルのメンバーになることはできません。

•

デバイスのインターフェイスが 2 つだけの場合、スタンバイ グループとポート チャネルの
両方に 1 つの IP アドレスを割り当てることはできません。そのようなデバイスでは、1 つ
の IP アドレスを使用して 1 つの論理インターフェイスのみを設定できます。

•

VLAN タギング プロトコルを使用し、同じ VLAN タグを各インターフェイスに割り当てた
場合、スタンバイ グループに属するインターフェイスは異なるスイッチに接続できます。

•

組み込みイーサネット ポートと、Cisco インターフェイス モジュール上のポートを同じス
タンバイ グループに含めることはできません。

スタンバイ インターフェイスの設定は、設定している WAAS デバイスのバージョンによって
異なります。次のいずれかのトピックを参照してください。
•

バージョン 5.0 以降のデバイスでスタンバイ インターフェイスの設定

•

バージョン 5.0 より前のデバイスでスタンバイ インターフェイスの設定

バージョン 5.0 以降のデバイスでスタンバイ インターフェイスの設定
WAAS バージョン 5.0 以降を使用してデバイスにスタンバイ インターフェイスを設定するに
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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。
デバイス用の [Network Interfaces] ウィンドウが表示されます。（図 6-1 を参照）。
図 6-1

[Device] ウィンドウのネットワーク インターフェイス
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ステップ 3

下部のタスクバーで、[Create Logical Interface] アイコンをクリックします。
[Create Logical Interface] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Logical Interface Type] ドロップダウン リストから、[Standby] を選択して、[OK] をクリックし
ます。
ウィンドウが更新され、スタンバイ グループ設定を構成するためのフィールドが表示されます。

ステップ 5

[Standby Group Number] ドロップダウン リストから、インターフェイスのグループ番号を選択
します。

ステップ 6 （任意）[Bridge Group Number] ドロップダウン リストから、このスタンバイ インターフェイス

に関連付けるブリッジ仮想インターフェイス（BVI）グループ番号を選択するか、[None] を選
択します。BVI の詳細については、管理インターフェイス設定の構成を参照してください。

（注）

この設定項目は、AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートではサ
ポートされていません。

ステップ 7 （任意）[Description] フィールドに、スタンバイ グループの説明を入力します。
ステップ 8 （任意）[Shutdown] チェックボックスを選択して、ハードウェア インターフェイスを停止しま

す。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。
ステップ 9 （任意）[Load Interval] ドロップダウン リストから、統計および計算のスループットのためにイ

ンターフェイスをポーリングする間隔（秒）を選択します。デフォルトは 30 秒です。
ステップ 10 [Address] フィールドで、スタンバイ グループの IP アドレスを指定します。
ステップ 11 [Netmask] フィールドで、スタンバイ グループのネットマスクを指定します。
ステップ 12 [IPv6 Settings] で、手動でプライマリ インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てるか、次の

オプションから選択します。次のいずれかのオプションを選択すると、IPv6 アドレス フィール
ドと後続のセカンダリ IPv6 アドレス フィールドは使用できません。
•

Use Link Local：リンクローカル プレフィックス FE80::/10 と変更された EUI-64 形式のイン
ターフェイス ID を使用して自動的にインターフェイスに設定されるユニキャスト アドレ
スです。リンク上のノードの通信には、このアドレス設定オプションを使用することが適
しています。

•

Use Auto Config：RFC 4862 に従って IPv6 グローバル ユニキャスト アドレスをインター
フェイスに自動設定します。

ステップ 13 [Duplicate address Detection Attempts] フィールドに、重複アドレスが検出される試行回数を 0～

600 の数値で入力します。
ステップ 14 [Assign Interfaces] 領域で、このスタンバイ グループに割り当てたい 2 つのインターフェイスの

横にあるボックスを選択して、[Assign] タスクバー アイコンをクリックします。（割り当て済
みのインターフェイスの割り当てを解除するには、割り当てを解除する各インターフェイスの
横にあるチェックボックスを選択し、[Unassign] タスクバー アイコンをクリックします。）
スタンバイ グループのメンバーとして 2 つのポート チャネル インターフェイスを使用する場
合は、ここで任意のインターフェイスを割り当てないようにします。ポート チャネル イン
ターフェイスを作成する場合は、スタンバイ グループの番号をウィンドウに割り当てます。
ステップ 15 1 つの物理インターフェイスをスタンバイ グループのプライマリ（アクティブ）インターフェ

イスとして割り当てるには、そのインターフェイスのみを選択して [Enable Primary] タスク
バー アイコンをクリックします。
ステップ 16 [OK] をクリックします。
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バージョン 5.0 より前のデバイスでスタンバイ インターフェイスの設定
バージョン 5.0 より前の WAAS を使用してデバイスにスタンバイ インターフェイスを設定する
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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。
デバイス用の [Network Interfaces] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New Interface] アイコンをクリックします。
[Creating New Network Interface] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Port Type] ドロップダウン リストから、[Standby] を選択します。
ウィンドウが更新され、スタンバイ グループ設定を構成するためのフィールドが表示されます。

ステップ 5

[Standby Group Number] ドロップダウン リストから、インターフェイスのグループ番号を選択
します。

ステップ 6 （任意）[Description] フィールドに、スタンバイ グループの説明を入力します。
ステップ 7

[Address] フィールドで、スタンバイ グループの IP アドレスを指定します。

ステップ 8

[Netmask] フィールドで、スタンバイ グループのネットマスクを指定します。

ステップ 9 （任意）[Shutdown] チェックボックスを選択して、ハードウェア インターフェイスを停止しま

す。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。
ステップ 10 [Default Gateway] フィールドで、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスを入力します。インター

フェイスが DHCP 用に設定されている場合、このフィールドは読み取り専用です。
ステップ 11 （任意）[Bridge Group Number] ドロップダウン リストから、スタンバイ インターフェイスに関連

付けるブリッジ仮想インターフェイス（BVI）グループ番号を選択するか、[None] を選択しま
す。BVI の詳細については、管理インターフェイス設定の構成を参照してください。
ステップ 12 [Submit] をクリックします。
ステップ 13 スタンバイ グループへの物理インターフェイスの割り当て の説明に従って、物理インター

フェイスのメンバーを設定します。

（注）

スタンバイ インターフェイスを作成した後、スタンバイ グループに 2 つの物理イン
ターフェイスを割り当てます。

スタンバイ グループへの物理インターフェイスの割り当て
バージョン 5.0 より前の WAAS を使用してデバイスに論理スタンバイ インターフェイスを設定
した後、スタンバイ グループを設定するために、複数の物理インターフェイスをスタンバイ
グループに割り当て、1 つの物理インターフェイスをプライマリ スタンバイ インターフェイス
として設定します。スタンバイ グループのプライマリ インターフェイスは、スタンバイ グ
ループの IP アドレスを使用します。インターフェイスをプライマリに設定する前に、スタンバ
イ インターフェイス設定されている必要があります（スタンバイ インターフェイスの設定 を
参照）。
インターフェイスに IP アドレスが割り当てられていない場合にのみ、インターフェイスをスタ
ンバイ グループに割り当てることができ、そのスタンバイ グループの IP アドレスを使用します。
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（注）

すべての WAAS デバイス モデルのスタンバイ グループ 2 から物理インターフェイスを削除する
と、最大 30 秒間のネットワークの中断が発生する場合があります。さらに、デバイス モデル
WAE-612 のスタンバイ グループ 1 から物理インターフェイスを削除すると、最大 30 秒間のネッ
トワークの中断が発生する場合があります。最良の方法は、そのような変更をトラフィック代行
受信が無効になっているときか、トラフィックの中断を許容できる時間に行うことです。
インターフェイスをスタンバイ グループに関連付け、プライマリ スタンバイ インターフェイ
スに設定するには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。デバイス用の [Network Interfaces]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

スタンバイ グループに割り当てる物理インターフェイスの横にある [Edit] アイコンをクリック
します。[Interface Settings] ウィンドウが表示されます。
（注）

ステップ 4

この手順では、論理インターフェイス（スタンバイ、ポート チャネル、または BVI）
でなく、物理インターフェイスを選択します。

インターフェイスをスタンバイ グループに割り当て、プライマリ スタンバイ インターフェイ
スに指定するには、次の手順を実行します。
a.

[Port Type To Assign] ドロップダウン リストで、[Standby] を選択します。

b.

[Join Standby Group 1] または [Join Standby Group 2] チェックボックスを選択します。
（スタ
ンバイ インターフェイスが 1 つだけ定義されている場合は、チェックボックスが 1 つだけ
表示されます）。

c. （任意）この物理インターフェイスをスタンバイ グループのプライマリ（アクティブ）イ

ンターフェイスにする場合は、[Standby Primary] チェックボックスを選択します。
ステップ 5

[Submit] をクリックします。

1 つのインターフェイスへの複数の IP アドレスの設定
1 つのインターフェイスに、最大 4 つのセカンダリ IP アドレスを設定できます。この設定によ
りデバイスが複数のサブネットに存在でき、データをルータでリダイレクションせずに、
WAAS デバイスから、情報を要求するクライアントへ直接転送できるので、デバイスを使用し
て応答時間を最適化できます。また、WAAS デバイスとクライアントは同じサブネット上に設
定されるため、クライアントから WAAS デバイスを認識できます。
複数の IP アドレスの設定は、AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートでは
サポートされていません。
1 つのインターフェイスに複数の IP アドレスを設定するには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。[Network Interfaces] リスト ウィン
ドウが表示されます。
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ステップ 3

変更する物理インターフェイスを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
（バー
ジョン 5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスでは、インターフェイスの横にある [Edit]
アイコンをクリックします）。
[Interface Settings] ウィンドウが表示されます。
（注）

この手順で、スタンバイまたはポート チャネル インターフェイスを選択しないでくだ
さい。これらのタイプのインターフェイスに複数の IP アドレスを設定することはでき
ません。

ステップ 4

[Secondary Address] および [Secondary Netmask] フィールド 1 ～ 4 で、インターフェイス用の最
大 4 つの IP アドレスとセカンダリ ネットマスクを入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
（バージョン 5.0 よりも前の WAAS を使用しているデバイスの場合は、
[Submit] をクリックします。）

イーサネット インターフェイスの設定
ここでは、次の 2 つの内容について説明します。
•

物理イーサネット インターフェイス設定の変更

•

1 GB/s 以上の高速イーサネット ポートでのフロー制御の設定

物理イーサネット インターフェイス設定の変更
物理イーサネット インターフェイスの設定を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

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

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。
[Network Interfaces] ウィンドウが表示され、設定されたネットワーク インターフェイスがリス
トされます。

（注）

NME-WAE デバイスでは、ルータへの内部インターフェイスはスロット 1、ポート 0 に
指定され、外部インターフェイスはスロット 2、ポート 0 に指定されます。NME-WAE
設定の詳細については、『Configuring Cisco WAAS Network Modules for Cisco Access
Routers』を参照してください。
ISR-WAAS デバイスでは、Central Manager からネットワーク インターフェイスを設定
できません。

ステップ 3

変更する物理インターフェイスを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
（バー
ジョン 5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスでは、インターフェイスの横にある [Edit]
アイコンをクリックします）。
[Interface Settings] ウィンドウが表示され、特定のスロットとポート上のインターフェイス設定
が表示されます。インターフェイス タイプ、スロットおよびポートは、ハードウェアで定義さ
れます。
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（注）

NME-WAE デバイスで内部インターフェイス（GigabitEthernet 1/0）を設定するときは、
[Port Channel Number]、[AutoSense]、[Speed]、[Mode]、[Address]、[Netmask]、[Use
DHCP]、および [Standby Group] フィールドまたはチェックボックスは変更できません。
これらの値を変更して [OK] をクリックすると、Central Manager はエラーを表示しま
す。内部インターフェイスのこれらの設定は、ホスト ルータ CLI を使用しないと設定
できません。NME-WAE の詳細については、『Configuring Cisco WAAS Network Modules
for Cisco Access Routers』を参照してください。

ステップ 4 （任意）[Description] フィールドに、インターフェイスの説明を入力します。
ステップ 5 （任意）インターフェイスで Cisco Discovery Protocol（CDP）を有効にするには、[Use CDP]

チェックボックスを選択します。
有効にすると、CDP は、ネイバー デバイスのプロトコル アドレスを取得し、それらのデバイ
スのプラットフォームを検出します。また、ルータが使用するインターフェイスに関する情報
を表示します。
[CDP Settings] ウィンドウから CDP を設定すると、CDP がすべてのインターフェイスでグロー
バルに有効になります。CDP 設定の詳細については、CDP 設定の構成を参照してください。
ステップ 6 （任意）[Shutdown] チェックボックスを選択して、ハードウェア インターフェイスを停止します。
ステップ 7 （任意）[Load Interval] ドロップダウン リストから、統計および計算のスループットのためにイン

ターフェイスをポーリングする間隔（秒）を選択します。デフォルトは 30 秒です。
（バージョン
5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスには、[Load Interval] の項目は表示されません）。
ステップ 8 （任意）速度とモードを自動ネゴシエーションするようにインターフェイスを設定するには、

[AutoSense] チェックボックスを選択します。（この設定は一部の Cisco インターフェイス モ
ジュール のインターフェイスでは使用できません）。
このチェックボックスを選択すると、手動の [Speed and Mode] ドロップダウン リスト設定が無
効になります。

（注）

自動感知が有効の場合、手動設定が変更されます。自動感知を開始するには、WAAS デ
バイスをリブートする必要があります。

ステップ 9 （任意）インターフェイスの送信速度およびモード設定を手動で設定するには、次の手順に従

います（これらの設定は一部の Cisco インターフェイス モジュール のインターフェイスでは実
行できません）。
a.

[AutoSense] チェックボックスの選択を解除します。

b.

[Speed] ドロップダウン リストから、送信速度（[10]、[100]、[1000]、または [10000]
Mbps）を選択します。Cisco インターフェイス モジュールのファイバ ギガビット イーサ
ネット インターフェイスに対しては、[1000] Mbps を選択する必要があります。

c.

[Mode] ドロップダウン リストから、送信モード（[full-duplex] または [half-duplex]）を選択
します。Cisco インターフェイス モジュールのファイバ ギガビット イーサネット インター
フェイスに対しては、[full-duplex] を選択する必要があります。この設定項目は、AppNav
コントローラ インターフェイス モジュール ポートではサポートされていません。
全二重送信では、インターフェイスまたはケーブルを通じて、データを同時に両方の方向
に伝送できます。半二重設定では、ある時点でデータが片方の方向だけに伝送されること
が保証されます。全二重の方が高速ですが、インターフェイスがこのモードで効果的に動
作できない場合があります。過度の衝突やネットワーク エラーが発生する場合は、イン
ターフェイスを全二重でなく、半二重に設定してください。

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

6-9

第6章

ネットワーク設定の構成

ネットワーク インターフェイスの設定

（注）

WAE、ルータ、スイッチ、またはその他のデバイスでは半二重接続を使用しないこ
とを強く推奨します。半二重接続の場合はパフォーマンスが低下するので、使用は
避けてください。各 Cisco WAE インターフェイスおよび隣接デバイス（ルータ、ス
イッチ、ファイアウォール、WAE）のポート設定を調べて、全二重接続が使用され
ていることを確認してください。

ステップ 10 [MTU] フィールドに値（バイト単位）を指定して、インターフェイスの MTU サイズを設定し

ます。
有効な範囲は 576 ～ 1500 バイトです。MTU は、特定のデータ リンク接続を使用して転送でき
る IP データグラムの最大サイズです。
インターフェイスに IPv6 が設定されている場合、MTU の範囲は 1280～1500 バイトの間です。
（注）

インターフェイスがスタンバイ グループまたはポート チャネル グループに割り当てら
れている場合、またはシステム ジャンボ MTU が設定されている場合、[MTU] フィール
ドは編集できません。

ステップ 11 （任意）DHCP を使用してインターフェイス IP アドレスを取得するには、[Use DHCP] チェック

ボックスを選択します。このチェックボックスを選択すると、[IP address] フィールドと
[Netmask] フィールドは非表示になります。（バージョン 5.0 より前の WAAS を使用したデバイ
スでは、これらのフィールドは非表示ではなく、無効になります）。この設定項目は、AppNav
コントローラ インターフェイス モジュール ポートではサポートされていません。
任意で [Hostname] フィールドにホスト名を、[Client Id] フィールドにクライアント ID を入力し
ます。
ステップ 12 [Address] フィールドに新しい IP アドレスを入力して、インターフェイス IP アドレスを変更し

ます。
ステップ 13 [Netmask] フィールドに新しいネットマスクを入力して、インターフェイス ネットマスクを変

更します。
ステップ 14 （任意）[Secondary Address] フィールドと [Secondary Netmask] フィールドに最大 4 つまでのセ

カンダリ IP アドレスとそれに対応するサブネット マスクを入力します。これらのフィールド
は、AppNav コントローラ インターフェイス モジュール ポートではサポートされていません。
複数の IP アドレスを設定することで、デバイスを複数のサブネットに置くことができ、データ
をルータでリダイレクトせずに、直接 WAAS デバイスから情報を要求するクライアントへ転送
できるので、デバイスを使用して応答時間を最適化することができます。また、WAAS デバイ
スとクライアントは同じサブネット上に設定されるため、クライアントから WAAS デバイスを
認識できます。
ステップ 15 [Default Gateway] フィールドで、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスを入力します。インター

フェイスが DHCP 用に設定されている場合、このフィールドは読み取り専用です。（バージョ
ン 5.0 以降の WAAS を使用したデバイスには、[Default Gateway] フィールドは表示されません。
デフォルト ゲートウェイの設定の説明に従って設定してください）。
ステップ 16 （任意）[Inbound ACL] ドロップダウン リストから、着信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ドロップダウン リストには、システムに設定されているすべての IP ACL が表示されています。
ステップ 17 （任意）[Outbound ACL] ドロップダウン リストから、発信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
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ステップ 18 [IPv6 Settings] で、手動でプライマリ インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てるか、次の

オプションから選択します。次のいずれかのオプションを選択すると、IPv6 アドレス フィール
ドと後続のセカンダリ IPv6 アドレス フィールドは使用できません。
•

Use Link Local：リンクローカル プレフィックス FE80::/10 と変更された EUI-64 形式のイン
ターフェイス ID を使用して自動的にインターフェイスに設定されるユニキャスト アドレ
スです。リンク上のノードの通信には、このアドレス設定オプションを使用することが適
しています。

•

Use Auto Config：RFC 4862 に従って IPv6 グローバル ユニキャスト アドレスをインター
フェイスに自動設定します。

•

Use DHCP：DHCP を使用してインターフェイス IP アドレスを取得します。

ステップ 19 [Duplicate address Detection Attempts] フィールドに、重複アドレスが検出される試行回数を 0～

600 の数値で入力します。
ステップ 20 [OK] をクリックします。
（バージョン 5.0 より前の WAAS を使用したデバイスでは、[Submit]

をクリックします）。

（注）

インターフェイスの伝送速度、デュプレックス モード、または MTU を変更すると、最大で 30 秒
間ネットワークが中断する可能性があります。最良の方法は、そのような変更をトラフィック代
行受信が無効になっているときか、トラフィックの中断を許容できる時間に行うことです。

1 GB/s 以上の高速イーサネット ポートでのフロー制御の設定
1 Gb/s 以上で動作するイーサネット ポートの場合、フロー制御ポーズ フレームを送受信する
ポートの機能をイネーブルまたはディセーブルにできます。1 Gb/s 未満で動作するイーサネッ
ト ポートの場合、フロー制御ポーズ フレームを受信するポートの機能だけをイネーブルまた
はディセーブルにできます。

（注）

WAAS IOM オンボード NIC が Nexus 7000 および 6500 シリーズ モデルに直接接続されており、
入力パケットの破棄が見られる場合、Nexus 7000 および 6500 シリーズ モデルでフロー制御を
有効にすることが推奨されます。
ローカル ポートのフロー制御を有効にするには、次の 3 つの方法があります。

（注）

•

リモート ポートのフロー制御の設定に関係なく、ローカル ポートがフレームを完全に送受
信できるようにします。

•

リモート ポートに指定されたものと同じ設定を使用するように、ローカル ポートを設定し
ます。

•

ローカル ポートおよびリモート ポートの 2 つの状態の組み合わせを設定します。

ローカル イーサネット ポートとリモートのイーサネット ポートの両方でフロー制御を有効にす
る場合、またはリモート ポートのみの指定されたフロー制御を設定する場合、あるいはこれらの
状態の組み合わせを設定する場合、フロー制御はそれらのポートに対して有効になります。
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（注）

10 GB/s 以上の速度で動作しているイーサネット ポートでは、送受信パラメータに対して指定
された状態を使用できません。

フロー制御を設定する前に：
手順を実行する前に、以下の状態を確認します。
•

ローカル ポートに対応する設定があるリモート ポートに必要なフロー制御が設定されてい
ることを確認します。

•

ローカル ポートからフロー制御ポーズ フレームを送信するには、リモート ポートの受信
パラメータが [On] または [Desired] に設定されていることを確認します。

•

ローカル ポートからフロー制御フレームを受信するには、リモート ポートの送信パラメー
タが [On] または [Desired] に設定されていることを確認します。

•

フロー制御を使用しない場合は、リモート ポートの送信パラメータおよび受信パラメータ
を [Off] にします。

1 GB/s 以上の高速イーサネット ポートのフロー制御を設定するには、次の手順を実行してくだ
さい。
ステップ 1

config terminal コマンドを使用して、端末のコンフィギュレーション モードを入力します。

ステップ 2

interface ethernet slot/port コマンドを使用して、設定するイーサネット インターフェイスを指
定します。
interface ethernet slot/port コマンドを使用すると、端末はインターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 3

flowcontrol コマンドを使用して、フロー制御設定をポートに指定します。
このコマンドのパラメータは、send/receive および desired/on/off です。

ステップ 4

•

1000 MB/s 以上で動作するポートにのみ送信パラメータを設定できます。

•

受信パラメータは任意の速度で動作するポートに設定できます。

show interface gigabitEthernet slot/port コマンドを使用して、インターフェイスのステータスを
表示します。
インターフェイスのステータスにはフロー制御パラメータが含まれます。
次に、show interface gigabitEthernet slot/port コマンドの出力例を示します。
#show interface gigabitEthernet 0/1
Ethernet Address
Internet Address
Netmask
Admin State
Operation State
Maximum Transfer Unit Size
Input Errors
Input Packets Dropped
Packets Received
Output Errors
Output Packets Dropped
Load Interval
Input Throughput
Output Throughput
Packets Sent

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

50:3d:e5:9d:1c:ef
--Up
Running
1500
2
41967568
218840605830
0
0
30
364402648 bits/sec, 45090 packets/sec
191939420 bits/sec, 23974 packets/sec
161861463575
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ステップ 5

show interface flowcontrol コマンドを使用して、すべてのイーサネット ポートのフロー制御ス
テータスを表示します。

ステップ 6

exit コマンドを使用して、インターフェイス モードを終了します。

ステップ 7 （任意）copy running-config startup-config コマンドを使用して、実行コンフィギュレーション

をスタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

デフォルト ゲートウェイの設定
バージョン 5.0 以降の WAAS デバイスでは、次のようにデフォルト ゲートウェイを設定します。
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] > [Network] > [Default Gateway] を選択します。
[Default Gateway] ウィンドウには、IPv4 と IPv6 用のフィールドが表示されます。

ステップ 3

[Default Gateway] フィールドに、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力します（IPv4
または IPv6 アドレス）。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

CLI からデフォルト ゲートウェイを設定するには、ip default-gateway グローバル コンフィ
ギュレーションまたは ipv6 default-gateway address コマンドを使用します。
バージョン 5.0 より前の WAAS デバイスでは、デフォルト ゲートウェイは各インターフェイス
のインターフェイス設定で設定されます。

（注）

ISR-WAAS デバイスでは、Central Manager からデフォルト ゲートウェイを設定できません。

ポート チャネル設定の構成
WAAS ソフトウェアでは、最大 4 つ（AppNav コントローラ インターフェイス モジュール では
8 つ）の物理ネットワーク インターフェイスを、ポート チャネルと呼ばれる 1 つの論理イン
ターフェイスにグループ化することができます。このポート チャネル インターフェイスを設
定した後、物理インターフェイスをポート チャネルに関連付ける必要があります。
最大 4 つ（AppNav コントローラ インターフェイス モジュール では 7 つ）のポート チャネル
インターフェイスを設定できます。また、この機能は、Cisco ルータ、スイッチ、およびその
他のネットワーキング デバイスやホストと相互運用可能で、各インターフェイスの現在のリン
ク ステータスに基づいて、EtherChannel、ロード バランシング、障害の自動検出と回復をサ
ポートします。EtherChannel は、「ポート チャネル」とも呼びます。
スタンバイ インターフェイスで、または AppNav コントローラ インターフェイス モジュール
でインライン ブリッジ グループのメンバーとしてポート チャネルを使用できます。BVI の設
定の詳細については、管理インターフェイス設定の構成を参照してください。次の動作に関す
る考慮事項は、ポート チャネル仮想インターフェイスに適用されます。
•

物理インターフェイスはポート チャネルまたはスタンバイ グループのメンバーになれます
が、同時に両方のメンバーになることはできません。
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（注）

•

1 つの IP アドレスをポート チャネルとスタンバイ グループの両方に割り当てることはでき
ません。1 つの IP アドレスで設定できる論理インターフェイスは 1 つだけです。

•

ポート チャネルのメンバーであるすべてのインターフェイスは、同じポート帯域幅を持つ
必要があります。

•

ポート チャネル設定は vWAAS デバイスには適用されません。

•

組み込みイーサネット ポートと、Cisco インターフェイス モジュール 上のポートを同じ
ポート チャネル インターフェイスに含めることはできません。

デバイスのインターフェイスが 2 つだけで、両方のデバイス インターフェイスがポート チャネ
ル インターフェイスとして設定されている場合は、自動登録を無効にする必要があります。
ポート チャネル インターフェイスの設定は、設定している WAAS デバイスのバージョンに
よって異なります。次のいずれかのトピックを参照してください。
•

バージョン 5.0 以降のデバイスでポート チャネル インターフェイスの設定

•

バージョン 5.0 より前のデバイスでポート チャネル インターフェイスの設定

バージョン 5.0 以降のデバイスでポート チャネル インターフェイスの設定
WAAS バージョン 5.0 以降を使用したデバイスでポート チャネル インターフェイスを設定する
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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。デバイス用の [Network Interfaces]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

下部のタスクバーで、[Create Logical Interface] アイコンをクリックします。[Create Logical
Interface] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Logical Interface Type] ドロップダウン リストから、[PortChannel] を選択して [OK] をクリック
します。ウィンドウが更新され、ポート チャネル インターフェイス設定を構成するための
フィールドが表示されます。

ステップ 5

[Port Channel Number] ドロップダウン リストから、インターフェイスの番号を選択します。

ステップ 6 （任意）[Bridge Group Number] ドロップダウン リストから、このインターフェイスに関連付け

るブリッジ グループ番号を選択するか、[None] を選択します。ブリッジ グループ番号は、BVI
または、AppNav コントローラ で定義されたインライン ブリッジ グループに関連付けることが
できます。
ステップ 7 （任意）[Standby Group Number] ドロップダウン リストから、このインターフェイスに関連付け

るスタンバイ グループ番号を選択するか、[None] を選択します。
リストの選択肢として表示されるには、割り当てられていないインターフェイスでスタンバイ
グループを作成する必要があります。
ステップ 8 （任意）[Description] フィールドに、インターフェイスの説明を入力します。
ステップ 9 （任意）[Shutdown] チェックボックスを選択して、ハードウェア インターフェイスを停止しま

す。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。
このポート チャネル インターフェイスをスタンバイ インターフェイスに割り当てる計画の場
合は、このチェックボックスを選択します。
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ステップ 10 （任意）[Load Interval] ドロップダウン リストから、統計および計算のスループットのためにイ

ンターフェイスをポーリングする間隔（秒）を選択します。デフォルトは 30 秒です。
ステップ 11 [Address] フィールドで、インターフェイスの IP アドレスを指定します。

ポート チャネル インターフェイスをスタンバイ グループに割り当てている場合は、IP アドレ
スまたはネットマスクは設定しないでください。スタンバイ グループにより、IP アドレスおよ
びネットマスクが提供されます。
ステップ 12 [Netmask] フィールドで、インターフェイスのネットマスクを指定します。
ステップ 13 （任意）[Inbound ACL] ドロップダウン リストから、着信パケットに適用する IP ACL を選択します。

ドロップダウン リストには、システムに設定されているすべての IP ACL が表示されています。
ステップ 14 （任意）[Outbound ACL] ドロップダウン リストから、発信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ステップ 15 [IPv6 Settings] で、手動でプライマリ インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てるか、次の

オプションから選択します。次のいずれかのオプションを選択すると、IPv6 アドレス フィール
ドと後続のセカンダリ IPv6 アドレス フィールドは使用できません。
•

Use Link Local：リンクローカル プレフィックス FE80::/10 と変更された EUI-64 形式のイン
ターフェイス ID を使用して自動的にインターフェイスに設定されるユニキャスト アドレ
スです。リンク上のノードの通信には、このアドレス設定オプションを使用することが適
しています。

•

Use Auto Config：RFC 4862 に従って IPv6 グローバル ユニキャスト アドレスをインター
フェイスに自動設定します。

ステップ 16 [Duplicate address Detection Attempts] フィールドに、重複アドレスが検出される試行回数を 0～

600 の数値で入力します。
ステップ 17 [Assign Interfaces] 領域で、このポート チャネルに割り当てるインターフェイスの横にある

チェックボックスを選択して、[Assign] タスクバー アイコンをクリックします。割り当て済み
のインターフェイスの割り当てを解除するには、割り当てを解除する各インターフェイスの横
にあるチェックボックスを選択し、[Unassign] タスクバー アイコンをクリックします。
このポート チャネル インターフェイスをスタンバイ インターフェイスに割り当てる計画の場
合は、ポート チャネルをスタンバイ インターフェイスに割り当ててからインターフェイスを
割り当てるようにしてください。
ステップ 18 [OK] をクリックします。

バージョン 5.0 より前のデバイスでポート チャネル インターフェイスの設定
バージョン 5.0 より前の WAAS を使用してデバイスにポート チャネル インターフェイスを設定
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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。[Network Interfaces] ウィンドウが
表示され、選択したデバイスのすべてのインターフェイスがリストされます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New Interface] アイコンをクリックします。[Creating New Network
Interface] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Port Type] ドロップダウン リストから、[PortChannel] を選択します。
ウィンドウが更新され、ネットワーク インターフェイス設定を構成するためのフィールドが表
示されます。
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ステップ 5

[Port Channel Number] ドロップダウン リストで、ポート チャネル インターフェイスの番号を選
択します。WAAS デバイス モデルおよび搭載されているインターフェイス モジュールに応じ
て、最大 4 つのポート チャネルがサポートされます。

ステップ 6 （任意）[Description] フィールドに、ポート チャネルの説明を入力します。
ステップ 7 （任意）[Shutdown] チェックボックスを選択して、このインターフェイスを停止します。デ

フォルトでは、このオプションは無効になっています。
ステップ 8

[Default Gateway] フィールドで、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスを入力します。

ステップ 9

[Address] フィールドで、インターフェイスの IP アドレスを指定します。

ステップ 10 [Netmask] フィールドで、インターフェイスのネットマスクを指定します。
ステップ 11 （任意）[Inbound ACL] ドロップダウン リストから、着信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ドロップダウン リストには、システムに設定されているすべての IP ACL が表示されています。
ステップ 12 （任意）[Outbound ACL] ドロップダウン リストから、発信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ステップ 13 [Submit] をクリックします。
ステップ 14 ポート チャネルへの物理インターフェイスの割り当て の説明に従って、物理インターフェイ

スのメンバーを設定します。

（注）

ポート チャネル インターフェイスを作成した後、物理インターフェイスをポート チャネルに
割り当てます。

ポート チャネルへの物理インターフェイスの割り当て
論理ポート チャネル インターフェイスを設定した後、複数の物理インターフェイスをポート
チャネルに割り当てる必要があります。WAAS デバイスに応じて、1 つのポート チャネル イン
ターフェイスに最大 4 つの物理インターフェイスを割り当てることができます。
インターフェイスに IP アドレスが割り当てられていない場合にのみ、インターフェイスをポー
ト チャネルに割り当てることができ、そのポート チャネルの IP アドレスを使用します。
組み込みイーサネット ポートと Cisco インターフェイス モジュール のポートを同じポート
チャネル インターフェイスに組み合わせることはできません。

（注）

デバイス モデル WAE-612 のポート チャネルから物理インターフェイスを削除すると、最大 30
秒間のネットワークの中断が発生する場合があります。最良の方法は、そのような変更をトラ
フィック代行受信が無効になっているときか、トラフィックの中断を許容できる時間に行うこ
とです。
ポート チャネルにインターフェイスを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

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

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。デバイス用の [Network Interfaces]
ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3

ポート チャネルに割り当てる物理インターフェイスの横にある [Edit] アイコンをクリックしま
す。[Modifying Network Interface] ウィンドウが表示されます。
この手順では、論理インターフェイス（スタンバイ、ポート チャネル、または BVI）でなく、
物理インターフェイスを選択します。

ステップ 4

ステップ 5

ポート チャネルにインターフェイスを割り当てるには、次の手順を実行します。
a.

[Port Type To Assign] ドロップダウン リストで、[PortChannel] を選択します。

b.

[Port Channel Number] ドロップダウン リストで、物理インターフェイスを追加するポート
チャネルの番号を選択します。

[Submit] をクリックします。

ポート チャネル インターフェイスのロード バランシング方式の設定
ロード バランシングを設定する前に、ポート チャネル設定の構成で説明したポート チャネル
の設定が済んでいることを確認してください。
ロード バランシングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Port Channel] を選択します。

ステップ 3

[Load Balancing Method] ドロップダウン リストで、ロード バランシング方式を選択します。

ステップ 4

•

[src-dst-ip-port]：分散機能は、送信元および宛先 IP アドレスとポートの組み合わせに基づ
いて実行されます。このロード バランシング方式は、バージョン 4.4.1 以降を実行してい
るデバイスでのみ使用できます。

•

[src-dst-ip]：分散機能は、送信元および宛先 IP アドレスの組み合わせに基づいて実行され
ます。このロード バランシング方式は、バージョン 5.0.1 以降を実行しているデバイスで
のみ使用できます。

•

[round-robin]：ラウンドロビンを使用すると、チャネル グループ内のすべてのインター
フェイス間でトラフィックを均等に分散することができます。このロード バランシング方
式は、4.4.1 よりも前のバージョンを実行しているデバイスでのみ使用できます。

[Submit] をクリックします。

CLI からロード バランシング方式を設定するには、port-channel グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用できます。

（注）

以前のバージョンの WAAS を実行するデバイスを設定するには、以前の WAAS ソフトウェア
のバージョンでのみサポートされるロード バランシング方式でデバイス グループを設定でき
ます。そのようなデバイス グループから設定を取得するバージョン 4.4.1 以降のデバイスの
[Port Channel Settings] ウィンドウを表示すると、サポートされていないロード バランシング方
式がリストされることがあります。ただし、バージョン 4.4.1 以降のデバイスでは、デバイス
グループまたはデバイス設定のウィンドウに示される設定に関係なく、上記のようなロード バ
ランシング方式のみがサポートされます。

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

6-17

第6章

ネットワーク設定の構成

ネットワーク インターフェイスの設定

DHCP 用のインターフェイスの設定
（注）

手動で DHCP 用にインターフェイスを設定する前に、自動登録を無効にする必要があります。
WAAS デバイスは、ネットワーク情報を要求するときに、設定されているクライアント ID と
ホスト名を DHCP サーバへ送信します。WAAS デバイスが送信しているクライアント ID 情報
とホスト名情報を識別し、WAAS デバイスに割り当てられている特定のネットワーク設定を返
信するように、DHCP サーバを設定できます。
DHCP 用のインターフェイスを有効にするには、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] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。[Network Interfaces] リスト ウィン
ドウが表示されます。

ステップ 3

変更する物理インターフェイスを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
（バー
ジョン 5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスでは、インターフェイスの横にある [Edit]
アイコンをクリックします）。
[Interface Settings] ウィンドウが表示されます。
（注）

ステップ 4

この手順では、論理インターフェイス（スタンバイ、ポート チャネル、または BVI）を
選択しないでください。論理インターフェイスに対しては DHCP を設定できないからで
す。また、このインターフェイスはホスト ルータ CLI を使用してのみ設定できるため、
NME-WAE モジュールの内部インターフェイス（GigabitEthernet 1/0）を選択しないでくだ
さい。NME-WAE の詳細については、『Configuring Cisco WAAS Network Modules for Cisco
Access Routers』を参照してください。SM-SRE の詳細については、『Cisco SRE Service
Module Configuration and Installation Guide』を参照してください。

[Use DHCP] チェックボックスを選択します。
チェックボックスが選択されている場合、[IP address] フィールドと [Netmask] フィールドは無
効になります。

ステップ 5

[Hostname] フィールドで、WAAS デバイスまたは他のデバイスのホスト名を指定します。

ステップ 6

[Client Id] フィールドで、デバイスに設定したクライアント ID を指定します。
DHCP サーバは、WAAS デバイスがデバイスのネットワーク情報を要求したとき、この ID を
使用します。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。

vWAAS デバイスの仮想インターフェイス設定の変更
既存の vWAAS インターフェイスの設定を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

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

ISR-WAAS デバイスでは、Central Manager から仮想インターフェイス設定を設定できません。
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ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。
[Network Interfaces] ウィンドウが表示され、設定されたネットワーク インターフェイスがリス
トされます。

（注）
ステップ 3

特定の値（自動感知など）は、vWAAS インターフェイスに適用されません。

変更するインターフェイスを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。
（バージョ
ン 5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスでは、インターフェイスの横にある [Edit] アイ
コンをクリックします）。
[Interface Settings] ウィンドウが表示され、特定のスロットとポート上のインターフェイス設定
が表示されます。

（注）

スロット、ポート、およびポートの種類用のインターフェイス設定は、最初の起動時ま
たは WAAS CLI を使用して仮想インターフェイス用に設定されます。
ウィンドウ内の一部のフィールド（ポート チャネル番号、自動感知、速度、モード、
およびスタンバイに関連するフィールド）は該当しないため使用できません。

ステップ 4 （任意）[Description] フィールドに、インターフェイスの説明を入力します。
ステップ 5 （任意）インターフェイスで Cisco Discovery Protocol（CDP）を有効にするには、[Use CDP]

チェックボックスを選択します。
有効にすると、CDP は、ネイバー デバイスのプロトコル アドレスを取得し、それらのデバイ
スのプラットフォームを検出します。また、ルータが使用するインターフェイスに関する情報
を表示します。
[CDP Settings] ウィンドウから CDP を設定すると、CDP がすべてのインターフェイスでグロー
バルに有効になります。CDP 設定の詳細については、CDP 設定の構成を参照してください。
ステップ 6 （任意）[Shutdown] チェックボックスを選択して、仮想インターフェイスを停止します。
ステップ 7 （任意）[Load Interval] ドロップダウン リストから、統計および計算のスループットのためにイン

ターフェイスをポーリングする間隔（秒）を選択します。デフォルトは 30 秒です。
（バージョン
5.0 より前の WAAS を使用しているデバイスには、[Load Interval] の項目は表示されません）。
ステップ 8

[MTU] フィールドに値（バイト単位）を指定して、インターフェイスの MTU サイズを設定し
ます。
有効な範囲は 576 ～ 1500 バイトです。MTU は、特定のデータ リンク接続を使用して転送でき
る IP データグラムの最大サイズです。
インターフェイスに IPv6 が設定されている場合、MTU の範囲は 1280～1500 バイトの間です。
（注）

ステップ 9

システム ジャンボ MTU が設定されている場合、[MTU] フィールドは編集できません。

DHCP を使用してインターフェイス IP アドレスを取得するには、[Use DHCP] チェックボック
スを選択します。このチェックボックスを選択すると、[IP address] フィールドと [Netmask]
フィールドは非表示になります。（バージョン 5.0 より前の WAAS を使用したデバイスでは、
これらのフィールドは非表示ではなく、無効になります）。
a. （任意）[Hostname] フィールドで、WAAS デバイスまたは他のデバイスのホスト名を指定し

ます。
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b. （任意）[Client Id] フィールドで、デバイスに設定したクライアント ID を指定します。

DHCP サーバは、WAAS デバイスがデバイスのネットワーク情報を要求したとき、この ID
を使用します。
ステップ 10 [Address] フィールドに新しい IP アドレスを入力して、インターフェイス IP アドレスを変更し

ます。
ステップ 11 [Netmask] フィールドに新しいネットマスクを入力して、インターフェイス ネットマスクを変

更します。
ステップ 12 [Default Gateway] フィールドで、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスを入力します。ゲート

ウェイ インターフェイスの IP アドレスは、デバイスのいずれかのネットワーク インターフェ
イスと同じネットワーク内に存在する必要があります。インターフェイスが DHCP 用に設定さ
れている場合、このフィールドは読み取り専用です。（バージョン 5.0 以降の WAAS を使用し
たデバイスには、[Default Gateway] フィールドは表示されません。代わりに、デフォルト ゲー
トウェイの設定の説明に従って設定してください）。
ステップ 13 （任意）[Inbound ACL] ドロップダウン リストから、着信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ドロップダウン リストには、システムに設定されているすべての IP ACL が表示されています。
ステップ 14 （任意）[Outbound ACL] ドロップダウン リストから、発信パケットに適用する IP ACL を選択し

ます。
ステップ 15 [IPv6 Settings] で、手動でプライマリ インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てるか、次の

オプションから選択します。
•

Use Link Local：リンクローカル プレフィックス FE80::/10 と変更された EUI-64 形式のイン
ターフェイス ID を使用して自動的にインターフェイスに設定されるユニキャスト アドレ
スです。リンク上のノードの通信には、このアドレス設定オプションを使用することが適
しています。

•

Use Auto Config：RFC 4862 に従って IPv6 グローバル ユニキャスト アドレスをインター
フェイスに自動設定します。

•

Use DHCP：DHCP を使用してインターフェイス IP アドレスを取得します。

ステップ 16 [Duplicate address Detection Attempts] フィールドに、重複アドレスが検出される試行回数を 0～

600 の数値で入力します。
ステップ 17 [OK] をクリックします。
（バージョン 5.0 より前の WAAS を使用したデバイスでは、[Submit]

をクリックします）。

WAAS Express インターフェイスでの最適化の有効化または無効化
WAAS Express デバイスのインターフェイスは、WAAS Central Manager ではなく、ルータ CLI
を使用して設定されます。ただし、ルータ上で使用可能なインターフェイスの WAAS 最適化を
有効または無効にすることができます。
WAAS Express デバイス インターフェイスの WAAS 最適化を有効または無効にするには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [WAAS-Express-device-name]（または [Device
Groups] > [WAAS-Express-device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。[Network Interfaces] ウィンドウが
表示され、使用可能なインターフェイスがリストされます。（図 6-2 を参照）。
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（注）

図 6-2

ループバック インターフェイスは最適化が有効なインターフェイスではないため、含
まれていません。また、[Null]、[Virtual-Access]、[NVI] および[Embedded-Service] のイ
ンターフェイスはサポートされていません。
WAAS Express ネットワーク インターフェイス デバイス ウィンドウ

デバイス グループでは、[Network Interfaces] ウィンドウの表示が異なり、インターフェイス
名、そのインターフェイスを含むデバイスの数、そのインターフェイスで最適化が有効になっ
ているグループ内のデバイス数が表示されます。（図 6-3 を参照）。
図 6-3

WAAS Express のネットワーク インターフェイス デバイス グループ インターフェイス

ウィンドウ

ステップ 3

WAAS 最適化を有効にする各インターフェイスの横にあるボックスをオンにして [Enable
Optimization] タスクバー アイコンをクリックします。または、最適化を無効にするには、
[Disable Optimization] タスクバー アイコンをクリックします。
（注）

LAN インターフェイスではなく、WAN インターフェイス上でのみ WAAS 最適化を有効
にします。
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デバイス グループの場合、インターフェイスの最適化を有効にすると、そのインターフェイス
を持つグループに属するすべてのデバイスで、そのインターフェイスの最適化が有効になりま
す。単一デバイスの横のチェックボックスを選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックし
て、インターフェイスが使用可能なデバイスのリストを表示し、それらのデバイスの最適化を
個別に設定します。（図 6-4 を参照）。
図 6-4

WAAS Express のネットワーク インターフェイス デバイス グループ デバイス ウィンドウ

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
AppNav-XE デバイス インターフェイスは、WAAS Central Manager ではなく、ルータ CLI を使
用して設定されます。ただし、ルータ上で使用可能なインターフェイスで WAAS サービス挿入
を有効または無効にするには、Central Manager を使用します。
AppNav-XE デバイス インターフェイスで WAAS サービス挿入を有効または無効にするには、
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] > [AppNav-XE-device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。[Network Interfaces] ウィンドウが
表示され、使用可能なインターフェイスがリストされます。

ステップ 3

WAAS サービス挿入を有効にするインターフェイスの横にあるボックスを選択し、[Edit] タス
クバー アイコンをクリックします。

ステップ 4

[WAAS Service Insertion] チェックボックスをオンにします。または、最適化を無効にするに
は、このチェックボックスをオフにします。
LAN インターフェイスではなく、WAN インターフェイスでのみ、WAAS サービス挿入を有効
にします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
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ステップ 6

WAAS サービス挿入を有効にする各インターフェイスに対して、手順 3 から手順 5 を繰り返し
ます。

AppNav の詳細については、第 4 章「AppNav の設定」を参照してください。

管理インターフェイス設定の構成
バージョン 5.0 以降の WAAS を実行するデバイスでは、Central Manager、Telnet、SSH などと
通信する管理インターフェイスとして使用する特定のインターフェイスを指定できます。この
設定によって、データ トラフィックから管理トラフィックを分離します。
管理インターフェイスを指定する場合、データ トラフィックを処理するための別のアクティブ
インターフェイスが必要です。IPv4 トラフィック用の管理インターフェイスに加えて、IPV6
トラフィック用に別の管理インターフェイスを設定できます。このインターフェイスでは、
IPV6 サポートが付いた管理機能を使用します。
管理インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

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

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Management Interface Settings] を選択します。
[Management Interface Settings] ウィンドウには、IPv4 設定用と IPv6 設定用のタブが表示されま
す。続行する前にネットワークに適したタブを選択します。

ステップ 3

[Management Interface] ドロップダウン リストから、管理インターフェイスとして使用するイン
ターフェイスを選択します。

ステップ 4

[Management Default Gateway] フィールドで、管理トラフィックのデフォルト ゲートウェイ IP
アドレスを入力します。

ステップ 5

指定した管理インターフェイスを FTP トラフィックに使用する場合は、[Use Management
Interface for FTP Traffic] チェックボックスを選択します。

ステップ 6

指定した管理インターフェイスを TFTP トラフィックに使用する場合は、[Use Management
Interface for TFTP Traffic] チェックボックスを選択します。

ステップ 7

指定した管理インターフェイスを TACACS トラフィックに使用する場合は、[Use Management
Interface for TACACS Traffic] チェックボックスを選択します。

ステップ 8

指定した管理インターフェイスを Radius トラフィックに使用する場合は、[Use Management
Interface for Radius Traffic] チェックボックスを選択します。

ステップ 9

指定した管理インターフェイスを DNS トラフィックに使用する場合は、[Use Management
Interface for DNS Traffic] チェックボックスを選択します。

ステップ 10 指定した管理インターフェイスを NTP トラフィックに使用する場合は、[Use Management

Interface for NTP Traffic] チェックボックスを選択します。
ステップ 11 [Submit] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
ステップ 12 [OK] をクリックします。

CLI から管理トラフィックに別のデフォルト ゲートウェイを設定するには、ip default-gateway
management グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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管理インターフェイスを指定した後で、管理トラフィックの固定 IP ルートを作成することがで
きます。これにより、特定の宛先に指定されている IP パケットが、設定されたルートを使用す
るようになります。
管理トラフィックの固定ルートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Management Interface Settings] ウィンドウの [Management IP Routes] 領域で、[Create
Management IP Route] タスクバー ボタンをクリックします。[Management IP Routes] ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2

[Destination Network Address] フィールドに、送信先のネットワーク IP アドレスを入力します。

ステップ 3

[Netmask] フィールドに、送信先ホストのネットマスクを入力します。このフィールドは、
IPv6 管理 IP ルートを作成するときには使用できません。

ステップ 4

[Gateway's IP Address] フィールドに、ゲートウェイ インターフェイスの IP アドレスを入力します。
ゲートウェイ インターフェイスの IP アドレスは、デバイスの管理インターフェイスと同じ
ネットワーク内に存在する必要があります。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。

CLI から管理トラフィックの固定ルートを設定するには、ip route management グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用できます。

ジャンボ MTU の設定
ジャンボ MTU は、WAVE-294/594/694/7541/7571/8541、および vWAAS の各デバイスで設定で
きます。

（注）

ISR-WAAS デバイスでジャンボ MTU を有効にするには、まず、.ova ファイルを使用して
ISR-WAAS をバージョン 6.0 にアップグレードする必要があります。ISR-WAAS デバイスの仮
想インターフェイスのデフォルト MTU サイズは 9000 で、変更できません。
設定されている場合、ジャンボ MTU は、1 つ以上のメンバ物理インターフェイスがある論理イ
ンターフェイスを含むすべてのデバイス インターフェイスに適用されます。個々のインター
フェイスの MTU は、ジャンボ MTU が設定されている間は変更できません。ジャンボ MTU が
無効の場合、インターフェイスはすべて MTU 1500 で設定されています。
ジャンボ MTU 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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Jumbo MTU] を選択します。
[Jumbo MTU Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[System Jumbo MTU] フィールドで、ジャンボ MTU サイズ（バイト）を入力します（最大サイ
ズはプラットフォームによって異なります）。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
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（注）

オリジナルの最大セグメント サイズおよび最適化された最大セグメント サイズがデフォルト
値に設定されていて、ジャンボ MTU 設定を行う場合、それらのセグメント サイズは、ジャン
ボ MTU 設定から 68 バイトを引いた値に変更されます。カスタム最大セグメント サイズを設定
している場合は、ジャンボ MTU を設定しても、それらの値は変更されません。最大セグメン
トサイズの設定の詳細については、第 12 章「アプリケーション アクセラレーションの設定」
のアクセラレーション TCP 設定の変更を参照してください。
CLI からジャンボ MTU を設定するには、system jumbomtu グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用できます。

TCP 設定の構成
クライアントとサーバ間のデータ トランザクションおよびクエリには、ウィンドウとバッファ
のサイズが重要です。そのため、TCP スタック パラメータを微調整することが、キャッシュの
パフォーマンスを最大化するための鍵となります。

（注）

TCP パラメータは複雑であるため、これらのパラメータを調整するときは注意してください。
ほとんどすべての環境で、デフォルトの TCP 設定は適切です。TCP 設定の調整は、適切な経験
を持ち、TCP の動作を完全に理解しているネットワーク管理者が行ってください。
TCP および IP 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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [TCP/IP Settings] > [TCP/IP] を選択します。[TCP/IP Settings] ウィンド
ウが表示されます

ステップ 3

TCP 設定に必要な変更を行います。
このウィンドウの各 TCP フィールドの説明については、表 6-1 を参照してください。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] 行の横に、「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。また、
[Reset] をクリックして、以前に構成した設定を復元することができます。このボタンは、デ
フォルトまたはグループ設定を適用して現在のデバイス設定を変更しているが、まだ変更を送
信していない場合にのみ表示されます。

表 6-1

TCP 設定

TCP 設定

説明

TCP General Settings
Enable Explicit Congestion
Notification

データ送信の遅延やパケット損失を軽減します。RFC 2581 に対
応した TCP がサポートされます。デフォルトで、このオプショ
ンは有効になっています。詳細については、明示的輻輳通知につ
いてを参照してください。
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表 6-1

TCP 設定 （続き）

TCP 設定

説明

Initial Send Congestion
Window Size

初期の輻輳ウィンドウ サイズの値（セグメント数）
。範囲は、0 ～
10 セグメントです。デフォルトは、0 セグメントです。詳細につい
ては、輻輳ウィンドウを参照してください。

ReTransmit Time Multiplier

TCP アルゴリズムが決定する基数を 1 ～ 3 倍して、再送信タイ
マーの長さを変更するために使用する係数。デフォルトは 1 で
す。再送信タイマーの長さは変更されません。範囲は、1 ～ 3 で
す。詳細については、再送信時間倍率を参照してください。
（注）

この係数の変更には、注意が必要です。信頼性の高い低速の
接続で TCP を使用するときはスループットが向上しますが、
信頼性の低いパケット配信環境では変更しないでください。

Keepalive Probe Count

接続が失敗と見なされる前に WAAS デバイスが接続を再試行で
きる回数。範囲は、1 ～ 120 回です。デフォルトは、4 回です。

Keepalive Probe Interval

WAAS デバイスがアイドル状態の接続を開いておく時間の長さ。
デフォルトは、75 秒です。

Keepalive Timeout

WAAS デバイスが切断する前に接続を開いておく時間の長さ。範
囲は、1 ～ 120 秒です。デフォルトは、90 秒です。

Enable Path MTU Discovery さまざまなリンク間の転送パスに沿って許容可能な最大サイズの
IP パケットを検出できるようにし、パケット サイズの正しい値
を自動的に設定します。デフォルトでは、このオプションは無効
になっています。詳細については、パス MTU ディスカバリを参
照してください。
CLI から TCP 設定を構成するには、tcp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用で
きます。
CLI から MTU 検出ユーティリティを有効にするには、ip path-mtu-discovery enable グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用できます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

明示的輻輳通知について

•

輻輳ウィンドウ

•

再送信時間倍率

•

TCP スロー スタート

•

パス MTU ディスカバリ

明示的輻輳通知について
TCP の明示的輻輳通知（ECN）機能では、中間のルータが末端のホストに差し迫ったネット
ワーク輻輳を通知できます。また、この機能は、遅延やパケット損失の影響を受けやすいアプ
リケーションに関連する TCP セッションのサポートを強化します。ECN に関する主な問題は、
ECN の動作に対応するために、ルータと TCP ソフトウェア スタックの両方の動作を変更する
必要があることです。
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輻輳ウィンドウ
輻輳ウィンドウ（cwnd）は、TCP 送信側が、TCP 伝送の受信側から確認応答（ACK）を受信す
る前に、ネットワークへ送信できるデータ量を制限する TCP 状態変数です。TCP cwnd 変数は、
TCP 輻輳回避アルゴリズムによって実装されます。輻輳回避アルゴリズムの目的は、送信側が
データのフロー全体の中で使用できるネットワーク キャパシティの増減を自動的に感知して、
送信速度を継続的に変更することです。（パケット損失として）輻輳が発生すると、送信速度
が引き下げられ、送信側がネットワークの追加キャパシティを継続的に検査しながら次第に引
き上げられます。

再送信時間倍率
TCP 送信側は、データ セグメントを送信してから、TCP 伝送の受信側から対応する ACK を受
信するまでに経過する時間をタイマーを使用して測定します。この再送信タイマーがタイムア
ウトすると、送信側は、（TCP 輻輳制御に関する RFC 規格に従って）送信速度を下げる必要が
あります。ただし、送信側は、ネットワーク輻輳に応えて送信速度を下げないため、ネット
ワークの現在の状態に関する有効な仮定を行うことができません。したがって、必要以上に大
量のデータを送信してネットワークが輻輳するのを防止するために、送信側は、1 回の送信当
たりの送信速度を 1 セグメントに下げるスロー スタート アルゴリズムを実装します（TCP ス
ロー スタート を参照）。
WAAS Central Manager の [Retransmit Time Multiplier] フィールドを使用して、送信側の再送信タ
イマーを変更できます。再送信時間倍率は、輻輳制御用に使用している TCP アルゴリズム決定
に従って、基数の 1 ～ 3 倍の範囲で再送信タイマーの長さを変更します。
（注）

再送信タイマーを調整するときは、パフォーマンスと効率に影響することに注意してくださ
い。再送信タイマーが短すぎると、送信側は必要以上にネットワークに重複データを送信し、
再送信タイマーが長すぎると、送信側は必要以上にアイドル状態に留まり、データのフローが
遅くなります。

TCP スロー スタート
スロー スタートは、TCP が使用する 4 つの輻輳制御アルゴリズムの中の 1 つです。スロー ス
タート アルゴリズムは、ネットワークのキャパシティが不明なときに、TCP セッションの開始
時にネットワークに送信するデータ量を制御します。
たとえば、TCP セッションの開始時にネットワークに大量のデータを送信すると、そのほとん
どが失われる場合があります。その代わりに、TCP は、最初に控えめな量のデータを送信する
ので、送信が成功する確率が高くなります。次に、TCP は、ネットワークが輻輳している徴候
がない限り、送信するデータ量を増やしてネットワークを検査します。
スロー スタート アルゴリズムは、最初に輻輳ウィンドウ（cwnd 変数）で決定される速度でパ
ケットを送信します（輻輳ウィンドウ を参照）。アルゴリズムは、スロー スタートしきい値
（ssthresh）変数で設定された制限値に到達するまで、送信速度を上げていきます。ssthresh 変
数の値は、受信側の最大セグメント サイズ（RMSS）に初期設定されます。ただし、輻輳が発
生すると、ssthresh 変数は、cwnd 変数の現在の値の半分に設定され、ネットワーク輻輳の新し
い指標になります。
cwnd 変数の値は、送信側が送信できる最大セグメントのサイズである送信側の最大セグメント
サイズ（SMSS）に初期設定されます。送信側は 1 つのデータ セグメントを送信し、輻輳ウィ
ンドウは 1 セグメントのサイズに等しいため一杯になります。次に、送信側は、伝送の受信側

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

6-27

第6章

ネットワーク設定の構成

固定 IP ルートの設定

からの対応する ACK を待ちます。ACK を受信したら、送信側が、1 SMSS の分だけ cwnd 変数
の値を大きくすることによって、その輻輳ウィンドウ サイズを増やします。これで、送信側
は、輻輳ウィンドウは再び一杯になる前に 2 つのセグメントを送信でき、これらのセグメント
に対応する ACK を待ちます。スロー スタート アルゴリズムは、ACK を受信するたびに 1
SMSS の分だけ cwnd 変数の値を増やして、輻輳ウィンドウのサイズを増やしていきます。
cwnd 変数の値が ssthresh 変数の値を超えると、TCP フロー制御アルゴリズムが、スロー スター
ト アルゴリズムから輻輳回避アルゴリズムへ変化します。

パス MTU ディスカバリ
WAAS ソフトウェアは、RFC 1191 に規定された IP パス MTU ディスカバリ方式をサポートして
います。有効にすると、パス MTU ディスカバリ機能は、さまざまなリンク間の転送パスに
沿って許容可能な最大サイズの IP パケットを検出し、パケット サイズの正しい値を自動的に
設定します。リンクが処理できる最大 MTU を使用することで、送信側デバイスは、送信する
必要があるパケットの数を最小限に抑えることができます。
IP パス MTU ディスカバリは、ネットワークでリンクが停止し、別の異なる MTU サイズのリン
クを使用しなければならない場合に有用です。また、IP パス MTU ディスカバリは、接続が初め
て確立され、送信側が中間に存在するリンクに関する情報を持っていない場合にも有用です。

（注）

IP パス MTU ディスカバリは、送信側デバイスが開始するプロセスです。サーバが IP パス
MTU ディスカバリをサポートしていない場合、受信側デバイスには、サーバによって生成さ
れるデータグラムの断片化を避ける手段がありません。
デフォルトでは、この機能はディセーブルになっています。この機能を無効にすると、送信側
デバイスは、576 バイトかネクスト ホップの MTU のどちらか小さい方のパケット サイズを使
用します。この機能を有効または無効にしても、既存の接続に影響しません。

固定 IP ルートの設定
WAAS ソフトウェアを使用すると、ネットワークまたはホスト用の固定ルートを設定できま
す。指定した送信先のすべての IP パケットが、設定されたルートを使用します。
固定 IP ルートを設定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [TCP/IP Settings] > [Static Routes] を選択します。[IP Route Entries] ウィ
ンドウが表示されます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New IP Route Entry] アイコンをクリックします。[Creating New IP Route]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Destination Network Address] フィールドに、送信先のネットワーク IP アドレスを入力します。

ステップ 5

[Netmask] フィールドに、送信先ホストのネットマスクを入力します。

ステップ 6

[Gateway's IP Address] フィールドに、ゲートウェイ インターフェイスの IP アドレスを入力します。
ゲートウェイ インターフェイスの IP アドレスは、デバイスのいずれかのネットワーク イン
ターフェイスと同じネットワーク内に存在する必要があります。
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ステップ 7

あるいは、[IPv6 Address] のチェックボックスを選択する場合、[Destination Network Address] お
よび [Gateway’s IP Address] フィールドにのみ詳細を指定する必要があります。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

CLI から固定ルートを設定するには、ip route グローバル コンフィギュレーション コマンドま
たは IPv6 route グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

IP ルートの集約
各 WAE デバイスに IP ルートを定義して、他の IP ルートが定義されたデバイス グループに所
属させることができます。
[IP Route Entries] ウィンドウの [Aggregate Settings] オプション ボタンは、個々のデバイスでの
IP ルートの集約方法を次のように制御します。
•

デバイスをそのデバイス自体および所属するデバイス グループに定義されているすべての
IP ルートで設定する場合は、[Yes] を選択します。

•

デバイスをそのデバイス自体に定義されている IP ルートだけに制限する場合は、[No] を選
択します。

設定を変更すると次のメッセージが表示されます。
「This option will take effect immediately
and will affect the device configuration. Do you wish to continue?」[OK] をクリックして
作業を続行します。

CDP 設定の構成
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、すべてのシスコ デバイス上で稼働するデバイス検出プロ
トコルです。CDP を使用すると、ネットワーク内の各デバイスは、ネットワーク内の他のすべ
てのデバイスに定期的にメッセージを送信します。すべてのデバイスは、他のデバイスによっ
て送信された定期的なメッセージをリッスンしてネイバー デバイスについて学習し、ネイバー
デバイスのインターフェイスのステータスを判別します。
CDP を使用して、ネットワーク管理アプリケーションは、ネイバー デバイスのデバイス タイ
プと簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エージェント アドレスを学習できます。アプ
リケーションは、ネットワーク内で SNMP クエリーを送信できます。また、CiscoWorks2000
は、起動後に WAAS デバイスが送信した CDP パケットを使用して、WAAS デバイスを検出し
ます。
デバイス関連の作業を実行するために、WAAS デバイス プラットフォームは、システム マ
ネージャに WAAS デバイス プラットフォームの存在、タイプ、およびバージョンを通知でき
るよう、CDP をサポートする必要があります。
CDP 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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [CDP] を選択します。[CDP Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Enable] チェックボックスを選択して、CDP サポートを有効にします。デフォルトで、このオ
プションは有効になっています。
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ステップ 4

[Hold Time] フィールドに、受信側が CDP パケットを保持する時間の長さを指定する時間（秒）
を入力します。
範囲は、10 ～ 255 秒です。デフォルト値は 180 秒です。

ステップ 5

[Packet Send Rate] フィールドに、CDP アドバタイズメントの間隔（秒）を入力します。
範囲は、5 ～ 254 秒です。デフォルトは 60 秒です。

ステップ 6

[Submit] をクリックします。

CLI から CDP 設定を構成するには、cdp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

DNS サーバの設定
DNS を使用すると、ネットワークは、要求に入っているドメイン名をそれに関連する IP アドレス
に変換できます。WAAS デバイスで DNS を設定するには、次の作業を完了する必要があります。
•

ネットワークが、要求されたドメイン名を、WAAS デバイスがドメイン名の解決に使用す
る必要がある IP アドレス（IPv4 と IPv6）に変換するために使用する、DNS サーバのリス
トを指定します。

•

WAAS デバイスで DNS を有効にします。

WAAS デバイス用の DNS サーバ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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [DNS] を選択します。[DNS Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Local Domain Name] フィールドに、ローカル ドメインの名前を入力します。最大 3 つのロー
カル ドメイン名を設定できます。リスト内の項目をスペースで区切ります。

ステップ 4

[List of DNS Servers] フィールドに、ネットワークがホスト名を IP アドレスに解決するために使
用する DNS サーバのリストを入力します。
最大 3 台の DNS サーバを設定できます。リスト内の項目をスペースで区切ります。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] 行の横に、「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。以前に構
成した設定を復元するには、[Reset] ボタンをクリックします。このボタンは、デフォルトまた
はグループ設定を適用して現在のデバイス設定を変更しているが、まだ変更を送信していない
場合にのみ表示されます。

CLI から DNS ネーム サーバを設定するには、ip name-server グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

（注）

ISR-WAAS デバイスでは、Central Manager から DNS サーバを設定できません。
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Windows ネーム サービスの設定
デバイスまたはデバイス グループ用の Windows ネーム サービスを設定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [WINS] を選択します。[Windows Name Services Settings] ウィンドウが
表示されます。

ステップ 3

[Workgroup or Domain Name] フィールドに、選択したデバイスまたはデバイス グループが存在
するワークグループ（またはドメイン）の名前を入力します。
この名前は、15 文字以内の短縮形で入力する必要があります。有効な文字は、英数字、円
（\）、アンダースコア（_）、およびハイフン（-）です。
たとえば、ドメイン名が cisco.com の場合、短縮形は cisco です。

ステップ 4

ワークグループまたはドメインが Windows NT 4 ドメインの場合は、[NT] チェックボックスを
選択します。たとえば、ドメイン名が cisco.com の場合、短縮形は cisco です。ワークグループ
またはドメインが Windows 2000 または Windows 2003 ドメインの場合は、[NT] チェックボック
スを選択しないでください。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。

ステップ 5

[WINS Server] フィールドに、Windows Internet Naming Service（WINS）サーバのホスト名また
は IP アドレスを入力します。

ステップ 6

[Submit] をクリックします。

CLI から Windows ネーム サービスを設定するには、windows-domain グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
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CHAPTER

7

管理ログインの認証、許可、およびアカウ
ンティングの設定
この章では、Cisco Wide Area Application Services（WAAS）デバイス用の管理ログインの認証、
許可、アカウンティングを設定する方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

管理ログインの認証および許可について

•

管理ログインの認証および許可の設定

•

AAA コマンド許可の設定

•

Cisco Prime Network Control System のシングル サインインの設定

•

WAAS デバイス用の AAA アカウンティングの設定

•

監査証跡ログの表示

WAAS Central Manager GUI を使用して、Cisco WAAS デバイス用の 2 種類の管理者ユーザ アカ
ウント（デバイスに基づく CLI アカウントとロールに基づくアカウント）を一元的に作成し、
管理します。詳細については、第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよびグループの作成と管
理」を参照してください。

（注）

この章では、ネットワークに存在する Cisco WAAS Central Manager と Cisco Wide Area
Application Engine（WAE）を総称する用語として「Cisco WAAS デバイス」を使用します。
WAE という用語は、WAE アプライアンス、WAE ネットワーク モジュール（Cisco WAAS
NME-WAE ファミリのデバイス）および Cisco WAAS を実行している Cisco SRE サービス モ
ジュール（SM-SRE）を指します。

管理ログインの認証および許可について
WAAS ネットワークでは、管理的ログイン認証と許可を使用して、設定、モニタ、またはトラ
ブルシューティングの目的で WAAS デバイスにアクセスする管理者からのログイン要求を制御
します。
ログイン認証とは、WAAS デバイスが、デバイスにログインしようとしている管理者が有効な
ユーザ名とパスワードを持っているかどうかを確認するプロセスです。ログインする管理者
は、デバイスに登録されたユーザ アカウントを持っている必要があります。ユーザ アカウン
ト情報は、ユーザの管理ログインと設定特権を許可する役割を果たします。ユーザ アカウント
情報は、認証、許可、アカウンティング（AAA）データベースに保存され、AAA データベー
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スが存在する特定の認証サーバにアクセスするように WAAS デバイスを設定する必要がありま
す。ユーザがデバイスにログインしようとすると、デバイスは、その人物のユーザ名、パス
ワード、および特権レベルをデータベースに保存されたユーザ アカウント情報と比較します。
WAAS ソフトウェアは、外部アクセス サーバ（たとえば、RADIUS または TACACS+ サーバ）
を持つユーザと AAA 機能を持つローカル アクセス データベースが必要なユーザに対して次の
AAA サポートを提供します。
•

認証（またはログイン認証）は、ユーザが誰であるかを決定する処理です。ユーザ名とパ
スワードを検査します。

•

認証（または設定）は、ユーザに許可される操作を決定するアクションです。ネットワー
ク内の認証済みユーザに対して権限を許可または拒否します。一般に、認証の後で許可が
実行されます。ユーザがログインするには、認証と許可の両方が必要です。

•

アカウンティングは、システム アカウンティングを目的に管理ユーザの作業を追跡する処
理です。WAAS ソフトウェアでは、TACACS+ による AAA アカウンティングがサポートさ
れています。詳細については、WAAS デバイス用の AAA アカウンティングの設定を参照
してください。

（注）

管理者は、コンソール ポートまたは WAAS Central Manager GUI を使用して WAAS
Central Manager デバイスにログインできます。また、管理者は、コンソール ポート
を使用して、データセンター WAE またはブランチ オフィス WAE として機能する
WAAS デバイスにログインできます。

認証と許可が設定される前にシステム管理者が WAAS デバイスにログインするとき、管理者は
定義済みの superuser アカウントを使用して WAAS デバイスにアクセスできます（定義済みの
ユーザ名は admin、定義済みのパスワードは default です）。この定義済みの superuser アカウン
トを使用して WAAS デバイスにログインするとき、WAAS システム内のすべての WAAS サー
ビスとエンティティへのアクセスが許可されます。

（注）

WAAS デバイスごとに、ユーザ名が admin の 1 つの管理者アカウントが必要です。定義済みの
superuser アカウントのユーザ名は変更できません。定義済みの superuser アカウントのユーザ
名は admin である必要があります。
現在、すべての AAA インターフェイスは、IPv6 設定をサポートします。
WAAS デバイスを初期設定した後で、各 WAAS デバイスで定義済みの superuser アカウント用
のパスワードをただちに変更することを強く推奨します（定義済みのユーザ名は admin、パス
ワードは default、特権レベルは superuser、特権レベルは 15 です）。
WAAS Central Manager GUI を使用して事前定義された superuser アカウントのパスワードを変
更する手順については、第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよびグループの作成と管理」の自
身のアカウントのパスワードの変更を参照してください。
図 7-1 は、管理者がコンソール ポートまたは WAAS Central Manager GUI を使用して WAE にロ
グインする方法を示しています。WAAS デバイスが管理ログイン要求を受信すると、WAE は、
ローカル データベースまたはリモート サードパーティ データベース（TACACS+、RADIUS、
または Windows ドメイン データベース）をチェックし、ユーザ名とパスワードを確認し、管
理者のアクセス特権を決定できます。
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図 7-1

認証データベースと WAE
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9

1

FTP/SFTP クライアント

6

Windows ドメイン サーバ

2

WAAS Central Manager GUI

7

コンソールまたは Telnet クライアント

3

サードパーティ AAA サーバ

8

SSH クライアント

4

RADIUS サーバ

9

ローカル データベースとデフォルトの一
次認証データベースを搭載する WAE

5

TACACS+ サーバ

10 管理ログイン要求

ユーザ アカウント情報は AAA データベースに保存され、AAA データベースが存在する特定の
認証サーバにアクセスするように WAAS デバイスを設定する必要があります。WAAS デバイス
への管理ログイン アクセスを制御するために、次の認証および許可方式を任意に組み合わせて
設定できます。

（注）

•

ローカル認証および許可

•

RADIUS

•

TACACS+

•

Windows ドメイン認証

外部認証サーバを使用して認証を設定する場合でも、第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよび
グループの作成と管理」の説明に従って、WAAS Central Manager でロールベースのユーザまた
はユーザ グループのアカウントも作成する必要があります。
デフォルトの AAA 設定の詳細については、管理ログインの認証および許可のデフォルト設定
を参照してください。AAA の設定の詳細については、管理ログインの認証および許可の設定
を参照してください。
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管理ログインの認証および許可のデフォルト設定
デフォルトでは、WAAS デバイスはローカル データベースを使用して、管理ユーザのログイン
認証および許可特権を取得します。
表 7-1 は、管理ログインの認証および許可のデフォルト設定を示しています。
表 7-1

管理ログインの認証および許可のデフォルト設定許可

機能

デフォルト値

管理ログインの認証

イネーブル

管理設定の許可

イネーブル

認証サーバが到達不能な場合の認証サーバのフェールオーバー

Disabled

TACACS+ ポート

ポート 49

TACACS+ ログイン認証（コンソールおよび Telnet）

Disabled

TACACS+ ログイン許可（コンソールおよび Telnet）

Disabled

TACACS+ キー

指定なし

TACACS+ サーバのタイムアウト

5秒

TACACS+ 再送信の試行回数

2回

RADIUS ログイン認証（コンソールおよび Telnet）

Disabled

RADIUS ログイン許可（コンソールおよび Telnet）

Disabled

RADIUS サーバの IP アドレス

指定なし

RADIUS サーバの UDP 許可ポート

ポート 1645

RADIUS キー

指定なし

RADIUS サーバのタイムアウト

5秒

RADIUS 再送信の試行回数

2回

Windows ドメイン ログイン認証

Disabled

Windows ドメイン ログイン許可

Disabled

Windows ドメイン パスワード サーバ

指定なし

Windows ドメイン領域（Kerberos 認証を使用するときに認証に使用さ ヌル ストリング
れる Kerberos 領域）
（注）

Kerberos 認証を有効にすると、デフォルトの領域は
DOMAIN.COM になり、セキュリティは Active Directory サー
ビス（ADS）になります。

Windows ドメイン用の Windows Internet Naming Service（WINS）サー 指定なし
バのホスト名または IP アドレス
Window ドメインの管理グループ

定義済みの管理グ
ループはありません。

Windows ドメインの NetBIOS 名

指定なし

Kerberos 認証

Disabled

Kerberos サーバのホスト名または IP アドレス（指定した Kerberos 領
域用のキー発行局（KDC）を稼働しているホスト）

指定なし

Kerberos サーバのポート番号（KDC サーバ上のポート番号）

ポート 88
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表 7-1

管理ログインの認証および許可のデフォルト設定許可 （続き）

機能

デフォルト値

Kerberos ローカル領域（WAAS 用のデフォルト領域）
Kerberos 領域（ホスト名または DNS ドメイン名を Kerberos 領域に
マップする）

（注）

kerberos-realm：空
（から）の文字列
ヌル ストリング

WAAS デバイス（RADIUS および TACACS+ クライアント）で RADIUS または TACACS+ キー
を設定する場合は、必ず外部の RADIUS または TACACS+ サーバにも同一のキーを設定してく
ださい。
管理ログインの認証および許可の設定の説明に従い、WAAS Central Manager GUI を使用してこ
れらのデフォルト値を変更します。
WAAS ソフトウェアには、Windows ドメイン認証を設定できる複数の Windows ドメイン ユー
ティリティが含まれます。WAAS CLI からこれらのユーティリティにアクセスするには、
windows-domain diagnostics EXEC コマンドを使用します。

管理ログインの認証および許可の設定
WAAS デバイスまたはデバイス グループ（WAE のグループ）用の管理ログイン認証および許
可を一元的に設定する場合は、次の手順に従ってください。
ステップ 1

管理ログイン要求の認証時に WAAS デバイスで使用するよう設定するログイン認証方式を決定
します（たとえば、ローカル データベースを 1 次ログイン データベースとして、RADIUS サー
バを 2 次認証データベースとして使用します）。

ステップ 2

WAAS デバイス用のログイン アクセス コントロール設定の構成の説明に従って、WAAS デバ
イス用のログイン アクセス コントロール設定を構成します。

ステップ 3

WAAS デバイスで管理ログイン認証サーバ設定を構成します（リモート認証データベースを使
用する場合）。たとえば、次の項の説明に従って、WAAS デバイスが管理ログイン要求を認証
するために使用する必要がある、リモート RADIUS サーバ、TACACS+ サーバ、または
Windows ドメイン サーバの IP アドレス（IPv4/IPv6）を指定します。

ステップ 4

•

RADIUS サーバ認証設定の構成

•

TACACS+ サーバ認証設定について

•

Windows ドメイン サーバ認証設定の構成

次のログイン認証設定方式の中から、WAAS デバイスが管理ログイン要求を処理するために使
用する必要がある 1 つまたはすべての方式を指定します。
•

管理ログイン認証方式を指定します。

•

管理ログイン許可方式を指定します。

•

管理ログイン認証サーバのフェールオーバー方式を指定します（任意）。
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たとえば、WAAS デバイスが管理ログイン要求を処理するときに、どの認証データベースを
チェックする必要があるかを指定します。詳細については、WAAS デバイス用の管理ログイン
認証および許可方式の有効化を参照してください。

注意

ローカル認証および許可を無効にする前に、RADIUS、TACACS+、または Windows ドメイン
認証が設定され、正常に動作していることを確認します。ローカル認証を無効にし、RADIUS、
TACACS+、または Windows ドメイン設定値が正しく設定されていない場合、もしくは
RADIUS、TACACS+、または Windows ドメイン サーバがオンラインでない場合は、WAAS デ
バイスにログインできないことがあります。
WAAS Central Manager GUI または WAAS CLI を使用して、ローカルおよびリモート データ
ベース（TACACS+、RADIUS、および Windows ドメイン）を有効または無効にすることがで
きます。WAAS デバイスは、すべてのデータベースが無効になっているかどうかを確認し、無
効な場合は、システムをデフォルトの状態に設定します（表 7-1 を参照）。管理認証および認可
用に外部のサードパーティ データベース（TACACS+、RADIUS、Windows ドメイン認証）を 1
つ以上使用する WAAS デバイスを設定している場合、WAAS デバイスでローカル認証および許
可方式も有効にしていること、およびローカル方式が最後のオプションとして指定されている
ことも確認します。そうしないと、指定された外部のサードパーティ データベースに到達でき
ない場合、WAAS デバイスはデフォルトでローカル認証および許可方式に移動しません。
デフォルトでは、最初にローカル ログイン認証が有効になります。ローカル認証および許可
は、ローカルで設定されたログインとパスワードを使用して、管理ログインの試行を認証しま
す。ログインとパスワードは、各 WAAS デバイスに対してローカルであり、個々のユーザ名に
はマッピングされません。ローカル認証が無効な場合に、その他のすべての認証方式を無効に
すると、ローカル認証は自動的に再度有効になります。
ローカル ログイン認証は、他の 1 つまたは複数の管理ログイン認証方式を有効にした後でだけ
無効にできます。ただし、ローカル ログイン認証が無効な場合は、他のすべての管理ログイン
認証方式を無効にしたときに、ローカル ログイン認証が自動的に再度有効になります。コン
ソール接続と Telnet 接続に異なる管理ログイン認証方式を指定することはできません。
管理ログインの認証方式と許可方式を同じ順序で設定することを強く推奨します。たとえば、
管理ログイン認証と許可の両方の 1 次ログイン方式として RADIUS を使用し、2 次ログイン方
式として TACACS+ を使用し、3 次ログイン方式として Windows を使用し、4 次ログイン方式
としてローカル方式を使用するように、WAAS デバイスを設定します。

（注）

TACACS+ サーバは別の方式で認証されたユーザを許可しません。たとえば、Windows をプラ
イマリ認証方式として設定し、TACACS+ をプライマリ許可方式として設定すると、TACACS+
許可は失敗します。
ログイン認証方式と許可方式の優先順位リストの最後の方式として、ローカル方式を指定するこ
とを強く推奨します。この方法に従うと、指定した外部のサードパーティ サーバ（TACACS+、
RADIUS、または Windows ドメイン サーバ）に到達可能できない場合でも、WAAS 管理者は、
ローカル認証方式と許可方式を使用して WAAS デバイスにログインできます。
この項では、管理ログイン認証を一元的に設定する方法について説明します。内容は、次のと
おりです。
•

WAAS デバイス用のログイン アクセス コントロール設定の構成

•

WAAS デバイス用のリモート認証サーバ設定の構成

•

WAAS デバイス用の管理ログイン認証および許可方式の有効化
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WAAS デバイス用のログイン アクセス コントロール設定の構成
この項では、WAAS デバイスまたはデバイス グループ用のリモート ログイン設定とアクセス
コントロール設定を一元的に構成する方法について説明します。内容は、次のとおりです。
•

WAAS デバイス用のセキュア シェル設定の構成

•

WAAS デバイス用の Telnet サービスの無効化と再有効化

•

WAAS デバイス用の Message-of-the-Day 設定の構成

•

WAAS デバイス用の実行タイムアウト設定の構成

•

WAAS デバイス用の回線コンソール キャリア検出の設定

WAAS デバイス用のセキュア シェル設定の構成
セキュア シェル（SSH）は、サーバとクライアント プログラムから構成されます。Telnet のよ
うに、クライアント プログラムを使用して、SSH サーバが動作するマシンにリモートにログイ
ンできますが、Telnet と異なり、クライアントとサーバ間で伝達されるメッセージは暗号化さ
れます。SSH の機能には、ユーザ認証、メッセージの暗号化、およびメッセージの認証があり
ます。

（注）

WAAS デバイスの SSH 機能はデフォルトで無効に設定されています。
WAAS Central Manager GUI の SSH 管理ウィンドウを使用すると、設定、モニタ、またはトラブ
ルシューティングのために特定の WAAS デバイスまたはデバイス グループにログインすると
きの暗号キーの長さ、ログイン許容時間、およびパスワードの最大試行回数を指定できます。
WAAS デバイスまたはデバイス グループで SSH 機能を一元的に有効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Console Access] > [SSH] を選択します。
[SSH Configuration] ウィンドウが表示されます（図 7-2 を参照）。
（注）

SSH バージョン 1 プロトコルはサポートされなくなりました。SSH バージョン 2 プロト
コルのみが WAAS デバイスによってサポートされます。
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図 7-2

[SSH Configuration] ウィンドウ

ステップ 3

[Enable] チェックボックスを選択して、SSH 機能を有効にします。SSH は、安全で暗号化され
たチャネルを通じて、選択した WAAS デバイス（またはデバイス グループ）へのログイン ア
クセスを可能にします。

ステップ 4

[Allow non-admin users] チェックボックスを選択して、非管理ユーザが SSH 経由で、選択した
デバイス（またはデバイス グループ）にアクセスできるようにします。デフォルトでは、この
オプションは無効になっています。

（注）

非管理ユーザは、非 superuser 管理者です。すべての非 superuser 管理者は、ログイン ア
カウントの特権レベルが 0 であるため、アクセスは WAAS デバイスにのみ制限されて
います。superuser 管理者は、ログイン アカウントが最高の特権レベル、つまり特権レ
ベル 15 であるため、WAAS デバイスへのフルアクセス権を持っています。

ステップ 5

[Login grace time] フィールドで、クライアントとサーバ間のネゴシエーション（認証）フェー
ズ中に SSH セッションがタイムアウトする前にアクティブである時間（秒）を指定します。デ
フォルトは 300 秒です。

ステップ 6

[Maximum number of password guesses] フィールドで、1 接続当たりに許可する最大パスワード
試行回数を指定します。デフォルトは 3 です。
[Maximum number of password guesses] フィールドの値は、SSH サーバ側から許可するパスワー
ド試行回数を指定しますが、SSH ログイン セッションの実際のパスワード試行回数は、SSH
サーバと SSH クライアントが許可するパスワード試行回数の合計で決定されます。一部の SSH
クライアントは、SSH サーバがもっと多くの試行回数を許可する場合でも、許容される最大パ
スワード試行回数を 3 回（場合によっては 1 回）に制限します。許可するパスワード試行回数
に n を指定すると、特定の SSH クライアントはこの数字を n + 1 として解釈します。たとえば、
特定のデバイスの試行回数を 2 に設定すると、SSH クライアントからの SSH セッションでは、
3 回のパスワード試行が許可されます。

ステップ 7

[Length of key] フィールドで、SSH 暗号キーを作成するために必要なビット数を指定します。
デフォルトは 1024 です。
SSH を有効にするときは、クライアント プログラムがサーバの ID を確認するために使用する
秘密ホスト キーと公開ホスト キーの両方を必ず生成してください。SSH クライアントを使用
して WAAS デバイスにログインすると、デバイスで動作する SSH デーモンの公開キーが、
ホーム ディレクトリのクライアント マシン known_hosts ファイルに記録されます。その後に
WAAS 管理者が [Length of key] フィールドにビット数を指定してホストの暗号キーを再生成す
る場合は、SSH クライアント プログラムを実行して WAAS デバイスにログインする前に、
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known_hosts ファイルから WAAS デバイスに関連する古い公開キー項目を削除する必要があり
ます。古い項目を削除したあとで SSH クライアント プログラムを使用すると、known_hosts
ファイルが WAAS デバイス用の新しい SSH 公開キーで更新されます。
ステップ 8

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] 行に、「Click Submit to Save」というメッセージが赤で表示されます。また、
[Reset] ボタンをクリックして、以前に構成した設定を復元することができます。このボタン
は、デフォルトを適用しているか、または現在のデバイスの設定を変更するために設定をグ
ループ化しているが、まだ変更を送信していない場合にのみ表示されます。
変更した設定を保存せずにこのウィンドウを終了しようとすると、変更を送信するように警告
するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、Internet Explorer ブラウ
ザを使用している場合にのみ表示されます。

CLI から SSH 設定を構成するには、sshd および ssh-key-generate グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

WAAS デバイス用の Telnet サービスの無効化と再有効化
デフォルトでは、Telnet サービスは、WAAS デバイスで有効になっています。Telnet セッショ
ンでなく、コンソール接続を使用して、WAAS デバイス上のデバイス ネットワーク設定を定義
する必要があります。ただし、コンソール接続を使用してデバイス ネットワーク設定を定義し
たあとに、Telnet セッションを使用してそれ以降の設定作業を行うことができます。
Telnet を使用してデバイスに接続するには、[Device Dashboard] ウィンドウで [Telnet] ボタンを
使用する前に、Telnet サービスを有効にする必要があります。

（注）

Telnet は、Internet Explorer ではサポートされていません。[Device Dashboard] から [Telnet] ボタ
ンを使用する場合は、異なる Web ブラウザを使用してください。
WAAS デバイスまたはデバイス グループで Telnet サービスを一元的に無効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Console Access] > [Telnet] を選択します。
[Telnet Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

選択したデバイス（またはデバイス グループ）用のリモート端末接続用の端末エミュレーショ
ン プロトコルを無効にするために、[Telnet Enable] チェックボックスの選択を解除します。

ステップ 4

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] 行の横に、「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。また、
[Reset] をクリックして、以前に構成した設定を復元することができます。このボタンは、デ
フォルトを適用しているか、または現在のデバイスの設定を変更するために設定をグループ化
しているが、まだ変更を送信していない場合にのみ表示されます。
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変更した設定を保存せずにこのウィンドウを終了しようとすると、変更を送信するように警告
するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、Internet Explorer ブラウ
ザを使用している場合にのみ表示されます。

後で、デバイス（またはデバイス グループ）で Telnet サービスを一元的に再有効化するには、
[Telnet Settings] ウィンドウで [Telnet Enable] チェックボックスを選択し、[Submit] をクリックします。
CLI から Telnet を無効にするには、no telnet enable グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用できます。また、Telnet を有効にするには、telnet enable グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用できます。

WAAS デバイス用の Message-of-the-Day 設定の構成
Message of the Day（MOTD）機能では、WAAS ネットワークの一部であるデバイスへのログイ
ン時にユーザに情報を表示します。設定できるメッセージは、次の 3 種類です。
•

MOTD バナー

•

EXEC プロセス作成バナー

•

ログイン バナー

MOTD 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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Console Access] > [Message of the day] を選択します。
選択したデバイス用の [MOTD Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

MOTD 設定を有効にするために、[Enable] チェックボックスを選択します。
Message of the Day（MOTD）バナー、EXEC プロセス作成バナー、およびログイン バナーの
フィールドが有効になります。

ステップ 4

[Message of the Day（MOTD）Banner] フィールドで、デバイスにユーザがログインしたあとに
MOTD バナーとして表示する文字列を入力します。
[Message of the Day (MOTD) Banner] フィールド、[EXEC Process Creation Banner] フィールド、
および [Login Banner] フィールドには、最大 1024 文字を入力できます。改行文字（または
Enter キー）は、システムで \n と解釈されるため、2 文字として数えられます。MOTD テキス
トでは、`、%、^、" などの特殊文字を使用できません。テキストにこれらの特殊文字が含まれ
る場合、WAAS ソフトウェアは MOTD 出力からその文字を削除します。

ステップ 5

[EXEC Process Creation Banner] フィールドで、ユーザがデバイスの EXEC シェルに入力したと
きに EXEC プロセス作成バナーとして表示される文字列を入力します。

ステップ 6

[Login Banner] フィールドで、ユーザがデバイスにログインするときに、MOTD バナーのあと
に表示される文字列を入力します。

ステップ 7

設定を保存するために、[Submit] をクリックします。
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WAAS デバイス用の実行タイムアウト設定の構成
WAAS デバイスまたはデバイス グループで非アクティブな Telnet セッションを開いておく時間
の長さを一元的に設定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

実行タイムアウトを設定したいデバイス（またはデバイス グループ）の横にある [Edit] アイコ
ンをクリックします。

ステップ 3

[Configure] > [Network] > [Console Access] > [Exec Timeout] を選択します。

ステップ 4

[Exec Timeout] フィールドで、アクティブ セッションがタイムアウトする時間（分）を指定し
ます。デフォルト値は、15 分です。
WAAS デバイスとの Telnet セッションは、このフィールドに指定した時間の間、非アクティブ
のまま開いておくことができます。実行タイムアウト時間が経過すると、WAAS デバイスは自
動的に Telnet セッションを閉じます。

ステップ 5

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] 行の横に、「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。また、
[Reset] をクリックして、以前に構成した設定を復元することができます。このボタンは、デ
フォルトを適用しているか、または現在のデバイスの設定を変更するために設定をグループ化
しているが、まだ変更を送信していない場合にのみ表示されます。
変更した設定を保存せずにこのウィンドウを終了しようとすると、変更を送信するように警告
するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、Internet Explorer ブラウ
ザを使用している場合にのみ表示されます。

CLI から Telnet セッション タイムアウトを設定するには、exec-timeout グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

WAAS デバイス用の回線コンソール キャリア検出の設定
WAAS デバイスをモデムに接続して呼び出しを受信する場合は、キャリア検出を有効にする必
要があります。

（注）

デフォルトでは、この機能は、WAAS デバイスで無効になっています。
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用のコンソール回線キャリア検出を一元的に有効にす
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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Console Access] > [Console Carrier Detect] を選択します。
[Console Carrier Detect Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Enable console line carrier detection before writing to the console] チェックボックスを選択して、
設定するためのウィンドウを有効にします。
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ステップ 4

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
キャリア検知ピンが配線されていない空のモデム ケーブルを使用すると、キャリア検知信号が
検出されるまで WAE がコンソールで応答しないように見えることを説明するメッセージが表
示されます。設定ミスから回復するには、WAE をリブートし、キャリア検知設定を無視する
ように 0x2000 起動フラグを設定する必要があります。

ステップ 5

[OK] をクリックして作業を続行します。

CLI からコンソール回線キャリア検出を設定するには、line console carrier-detect グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用できます。

WAAS デバイス用のリモート認証サーバ設定の構成
ログイン認証方式に 1 台または複数の外部認証サーバを含めることを決定した場合は、WAAS
Central Manager GUI で認証方式を設定する前に、これらのサーバ設定を構成する必要がありま
す。この章では、次の内容について説明します。
•

RADIUS サーバ認証設定の構成

•

TACACS+ サーバ認証設定について

•

TACACS+ サーバ設定の構成

•

Windows ドメイン サーバ認証設定の構成

•

LDAP サーバ署名

RADIUS サーバ認証設定の構成
RADIUS は、ネットワーク アクセス サーバ（NAS）が、ネットワーク デバイスに接続しよう
としているユーザを認証するために使用するクライアント/サーバ認証および許可アクセス プ
ロトコルです。NAS はクライアントとして機能し、ユーザ情報を 1 台以上の RADIUS サーバへ
渡します。NAS は、1 台以上の RADIUS サーバから受信した応答に基づいて、ユーザにネット
ワーク アクセスを許可または拒否します。RADIUS は、RADIUS クライアントとサーバ間の転
送に、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）を使用します。
RADIUS 認証クライアントは、WAAS ソフトウェアを実行するデバイスに常駐します。有効に
すると、これらのクライアントは認証要求を中央の RADIUS サーバへ送信します。RADIUS
サーバには、ユーザ認証情報とネットワーク サービス アクセス情報が含まれています。
クライアントとサーバには、RADIUS キーを設定できます。クライアントにキーを設定する場
合は、RADIUS サーバに設定されているキーと同じキーを設定する必要があります。RADIUS
クライアントとサーバは、キーを使用して、送信されたすべての RADIUS パケットを暗号化し
ます。RADIUS キーを設定しないと、パケットは暗号化されません。このキー自体は、ネット
ワーク経由で送信されません。

（注）

RADIUS プロトコルの動作方法の詳細については、RFC2138、『Remote Authentication Dial In
User Service（RADIUS）』を参照してください。
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RADIUS 認証は、通常、管理者が、モニタ、設定、またはトラブルシューティングのためにデ
バイスを設定するために WAAS デバイスに最初にログインしたときに実行されます。RADIUS
認証は、デフォルトでは無効になっています。RADIUS 認証とその他の認証方式は同時に有効
にすることができます。また、最初に使用する方式を指定することもできます。
複数の RADIUS サーバを設定できる場合は、順番に認証が試みられます。最初のサーバに到達
不能の場合、ファーム内のその他のサーバでの認証試行が順に行われていきます。サーバに到
達不能という以外の何らかの理由で認証に失敗した場合は、ファーム内の他のサーバでの認証
は試行されません。

ヒント

WAAS Central Manager は、ユーザ認証情報をキャッシュしません。したがって、ユーザは、すべ
ての要求について RADIUS サーバに対して再認証されます。多数の認証要求によるパフォーマン
スの低下を防止するには、RADIUS サーバと同じ場所またはできるだけ近くの場所に WAAS
Central Manager デバイスを設置して、認証要求をできるだけ迅速に処理するようにします。
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用の RADIUS サーバ設定を一元的に構成するには、
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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [RADIUS] を選択します。
[RADIUS Server Settings] ウィンドウが表示されます（図 7-3 を参照）。
図 7-3

[RADIUS Server Settings] ウィンドウ

ステップ 3

[Time to Wait] フィールドに、デバイスまたはデバイス グループが、タイムアウトするまで
RADIUS サーバから応答を待つ必要がある時間を指定します。範囲は、1 ～ 20 秒です。デフォ
ルト値は 5 秒です。

ステップ 4

[Number of Retransmits] フィールドに、RADIUS サーバに接続するときに許可する再試行回数を
指定します。デフォルト値は 2 回です。
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ステップ 5

[Shared Encryption Key] フィールドに、RADIUS サーバと通信するために使用する秘密キーを入
力します。

（注）

WAAS デバイス（RADIUS クライアント）で RADIUS キーを設定する場合は、必ず、
外部の RADIUS サーバにも同一のキーを設定してください。スペース、左一重引用符
（`）、二重引用符（"）、パイプ（|）、または疑問符（?）の文字は使用しないでください。

ステップ 6

[Server Name] フィールドに、RADIUS サーバの IP アドレス（IPv4/IPv6）またはホスト名を入
力します。5 つの異なるホストが許可されます。

ステップ 7

[Server Port] フィールドに、RADIUS サーバを受信する UDP ポート番号を入力します。最小限、
1 つのポートを指定する必要があります。5 つの異なるポートが許可されます。

ステップ 8

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

これで、WAAS デバイス用の管理ログイン認証および許可方式の有効化の説明に従って、この
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用の管理ログイン認証および許可方式として、
RADIUS を有効にすることができます。
CLI から RADIUS 設定を構成するには、radius-server グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用できます。

TACACS+ サーバ認証設定について
TACACS+ は、ネットワーク装置と中央データベースの間で Network Access Server（NAS）情報
を交換し、ユーザまたはエンティティのアイデンティティを判別することにより、ネットワー
ク装置に対するアクセスを制御します。TACACS+ は TACACS の拡張バージョンであり、
RFC 1492 によって指定された UDP ベースのアクセス コントロール プロトコルです。
TACACS+ は、TCP を使用して TACACS+ サーバとネットワーク デバイス上の TACACS+ デー
モンとの間のすべてのトラフィックの安定した配信と暗号化を保証します。
TACACS+ は、固定パスワード、ワンタイム パスワード、チャレンジレスポンス認証などの多
数のタイプの認証と連携して動作します。TACACS+ 認証は、通常、管理者が、モニタ、設定、
またはトラブルシューティングのために WAE を設定するために WAAS デバイスに最初にログ
インしたときに実行されます。
ユーザが制限付きのサービスを要求すると、TACACS+ により、MD5 暗号化アルゴリズムに基
づいてユーザのパスワード情報が暗号化され、TACACS+ パケット ヘッダーが付加されます。
このヘッダー情報には、送信パケット（たとえば認証パケットなど）のタイプ、パケット順序
番号、使用されている暗号化の種類、パケットの全長が記述されています。次に、TACACS+
プロトコルはパケットを TACACS+ サーバへ転送します。
TACACS+ サーバは、AAA 機能を提供できます。これらのサービス（TACACS+ のすべての部
分）は互いに独立しています。したがって、特定の TACACS+ 設定には 3 つのサービスの一部
またはすべてを使用できます。
パケットを受信した TACACS+ サーバは、次のように動作します。
•

ユーザ情報を認証し、ログイン認証が成功したか失敗したかどうかを、クライアントに通
知します。

•

認証を続行することと、クライアントが追加情報を提供する必要があることを、クライア
ントに通知します。このチャレンジレスポンス プロセスは、ログイン認証が成功するか失
敗するまで、何度も繰り返し実行できます。
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クライアントとサーバには、TACACS+ キーを設定できます。WAAS デバイスにキーを設定す
る場合は、TACACS+ サーバに設定されているキーと同じキーを設定する必要があります。
TACACS+ クライアントとサーバは、キーを使用して、送信されたすべての TACACS+ パケッ
トを暗号化します。TACACS+ キーを設定しないと、パケットは暗号化されません。
TACACS+ 認証は、デフォルトでは無効になっています。TACACS+ 認証とローカル認証は同時
に有効にすることができます。
1 つのプライマリ TACACS+ サーバと 2 つのバックアップ TACACS+ サーバを設定できます。ま
ず、プライマリ サーバで認証試行が行われます。プライマリ サーバに到達不能の場合、
ファーム内のその他のサーバでの認証が順に試行されます。サーバに到達不能という以外の何
らかの理由で認証に失敗した場合は、ファーム内の他のサーバでの認証は試行されません。
TACACS+ データベースは、ユーザが WAAS デバイスにアクセスする前にユーザを検査します。
TACACS+ は、米国国防総省（RFC 1492）の原案から派生したものであり、シスコは非特権
モードと特権モードのアクセス コントロールを強化するために TACACS+ を使用しています。
WAAS ソフトウェアは、TACACS+ だけをサポートしています。TACACS や拡張 TACACS は、
サポートしていません。
ユーザ認証に TACACS+ を使用している場合は、TACACS+ サーバで定義したユーザ グループ
と一致する WAAS ユーザ グループ名を作成できます。その後、TACACS+ サーバで定義したグ
ループのメンバーシップに基づいて、WAAS でユーザに動的にロールとドメインを割り当てる
ことができます（第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよびグループの作成と管理」のアカウン
トの操作を参照してください。）TACACS+ 設定ファイルで、次のように各ユーザに関連グルー
プ名を指定する必要があります。
user = tacusr1 {
default service = permit
service = exec
{
waas_rbac_groups = admin,groupname1,groupname2
priv-lvl = 15
}
global = cleartext "tac"
}

各ユーザの属するグループを、グループごとにカンマで区切って waas_rbac_groups 属性に表示
します。
外部ユーザ グループに基づいてロールおよびドメインをダイナミックに割り当てるには、シェ
ルのカスタム属性をサポートする TACACS+ サーバが必要です。たとえば、これらの属性は
Cisco ACS 4.x および 5.1 以降でサポートされています。

ヒント

WAAS Central Manager は、ユーザ認証情報をキャッシュしません。したがって、ユーザは、す
べての要求について TACACS+ サーバに対して再認証されます。多数の認証要求によるパ
フォーマンスの低下を防止するには、TACACS+ サーバと同じ場所またはできるだけ近くの場
所に WAAS Central Manager デバイスを設置して、認証要求をできるだけ迅速に処理するように
します。

TACACS+ サーバ設定の構成
WAAS ソフトウェアの CLI EXEC モードでは、システム動作の設定、表示、およびテストを実
行できます。このモードは、ユーザと特権の 2 つのアクセス レベルに分かれます。権限レベル
の EXEC モードにアクセスするには、ユーザ アクセス レベル プロンプトで enable EXEC コマ
ンドを入力し、パスワードの入力を求められたときに、admin パスワードを指定します。
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TACACS+ には、管理者が、管理レベルのユーザごとに異なる有効化パスワードを定義できる
有効化パスワード機能があります。管理レベルのユーザが、管理者（admin）または管理者相
当のユーザ アカウント（特権レベル 15）ではなく、通常レベルのユーザ カウント（特権レベ
ル 0）で WAAS デバイスにログインした場合、そのユーザは、特権レベル EXEC モードにアク
セスするために admin パスワードを入力する必要があります。
WAE> enable
Password:

（注）

このことは、WAAS ユーザがログイン認証に TACACS+ を使用している場合にも適用されます。
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用の TACACS+ サーバ設定を一元的に構成するには、
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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [TACACS+] を選択します。
[TACACS+ Server Settings] ウィンドウが表示されます
（注）

ステップ 3

AAA Command Authorization が有効になっている場合は、TACACS+ サーバの設定を変
更したり削除したりすることはできません。

認証用に ASCII 形式のパスワードを使用するために、[Use ASCII Password Authentication]
チェックボックスを選択します。
デフォルトのパスワード タイプは、パスワード認証プロトコル（PAP）です。ただし、認証パ
ケットを ASCII クリアテキストで送信する場合は、パスワード タイプを ASCII に変更できます。

ステップ 4

[Time to Wait] フィールドで、デバイスがタイムアウトを待つ時間の長さを指定します。範囲
は、1 ～ 20 秒です。デフォルト値は 5 秒です。

ステップ 5

[Number of Retransmits] フィールドに、TACACS+ サーバに接続するときに許可する再試行回数
を指定します。範囲は、1 ～ 3 回です。デフォルト値は 2 回です。

ステップ 6

[Security Word] フィールドに、TACACS+ サーバと通信するために使用する秘密キーを入力しま
す。秘密キーの値には、最大 32 の英数字を使用できます。スペース、左一重引用符（`）、二重
引用符（"）、パイプ（|）、シャープ記号（#）、疑問符（?）、またはバックスラッシュ（\）の文
字は使用しないでください。

（注）

ステップ 7

•

[Security Word] フィールドは必須フィールドです。

•

WAAS デバイス（TACACS+ クライアント）で TACACS+ キーを設定する場合は、外部の
TACACS+ サーバにも同一のキーを設定してください。

[Primary Server] フィールドに、プライマリ TACACS+ サーバの IP アドレス（IPv4/IPv6）または
ホスト名を入力します。
デフォルト ポート（49）を変更する場合は、[Primary Server Port] フィールドにポートを入力し
ます。

ステップ 8

[Secondary Server] フィールドに、セカンダリ TACACS+ サーバの IP（IPv4/IPv6）アドレスまた
はホスト名を入力します。
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デフォルト ポート（49）を変更する場合は、[Secondary Server Port] フィールドにポートを入力
します。
ステップ 9

[Tertiary Server] フィールドに、ターシャリ TACACS+ サーバの IP（IPv4/IPv6）アドレスまたは
ホスト名を入力します。
デフォルト ポート（49）を変更する場合は、[Tertiary Server Port] フィールドにポートを入力し
ます。

（注）

最大 2 台のバックアップ TACACS+ サーバを指定できます。

ステップ 10 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

これで、WAAS デバイス用の管理ログイン認証および許可方式の有効化の説明に従って、この
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用の管理ログイン認証および許可方式として、
TACACS+ を有効にすることができます。
CLI から TACACS+ 設定を構成するには、tacacs グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用できます。

Windows ドメイン サーバ認証設定の構成
Windows ドメイン コントローラは、チャレンジ/レスポンスまたは共有秘密認証方式を使用し
て WAAS ソフトウェア サービスへのアクセスを制御するように設定できます。システム管理
者は、FTP、SSH、または Telnet セッションを使用して、あるいは 1 つのユーザ アカウント
（ユーザ名/パスワード/特権）でコンソールまたは WAAS Central Manager GUI を使用して、
WAAS デバイスにログインできます。RADIUS と TACACS+ の認証スキームは、Windows ドメ
イン認証と同時に設定できます。Windows ドメイン認証を有効にすると、さまざまな認証ログ
イン統計情報をログに記録するように設定できます。ログ ファイル、統計カウンタ、および関
連情報は、いつでも消去できます。
WAAS ネットワークでは、次の場合に Windows ドメイン認証が使用されます。
•

WAAS Central Manager GUI へのログイン

•

任意の WAAS デバイスでの CLI 設定

WAAS Central Manager デバイス、個別の WAAS デバイス、またはデバイスのグループ用の
Windows 認証を設定できます。WAAS デバイスで Windows ドメイン認証を設定するには、一連
の Windows ドメイン認証設定を構成する必要があります。
（注）

Windows ドメイン認証は、WAAS デバイスに Windows ドメイン サーバが設定されていない限
り、実行されません。デバイスが正しく登録されていない場合、認証と許可は実行されませ
ん。WAAS は、Windows Server 2000、Windows Server 2003、または Windows Server 2008 だけで
稼働している Windows ドメイン コントローラによる認証をサポートします。
ここでは、次の内容について説明します。
•

WAAS デバイス上の Windows ドメイン サーバ設定の構成

•

Windows ドメイン コントローラからの WAE の登録解除
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WAAS デバイス上の Windows ドメイン サーバ設定の構成
認証に使用する Windows ドメイン コントローラの名前と IP アドレス、またはホスト名を知っ
ている必要があります。

（注）

Central Manager がバージョン 4.2.3a 以降で、バージョン 4.2.3 または 4.2.1 を実行している
WAAS デバイスで Windows ドメインを設定する場合は、Central Manager で [Windows Domain
Server Settings] ページを使用できません。以下の手順の後に説明するように、windows-domain
diagnostics net CLI コマンドを使用する必要があります。
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用の Windows ドメイン サーバ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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [Windows User Authentication] を選択します。
[Windows User Authentication] ウィンドウが表示されます。（図 7-4 を参照してください）。
（注）

図 7-4

ステップ 3

[Windows User Authentication]

[Windows group for authorizing normal users] フィールドで、選択したデバイス（またはデバイス
グループ）へのアクセスに制限がある、管理者ユーザ アカウントの特権レベルが 0 の通常の
ユーザ（superuser でない管理者）用の管理グループを指定します。

（注）

ステップ 4

ワークグループ設定は Windows ドメイン認証においてのみ必要です。ドメイン参加に
は必要ありません。ドメイン参加のみを実行する場合は、ワークグループ設定を省略し
ても構いません。

デフォルトでは、WAE で設定された Windows ドメイン許可用のユーザ グループは、事
前に定義されません。

[Windows group for authorizing super users] フィールドで、選択したデバイス（またはデバイス
グループ）に完全にアクセスできる、管理者ユーザ アカウントの特権レベルが 15 の特権ユー
ザ（superuser である管理者）用の管理グループを指定します。
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（注）

WAE で Windows ドメイン管理グループを設定することに加えて、Microsoft Windows
2000、2003、または 2008 サーバで Windows ドメイン管理グループを設定する必要があ
ります。Windows ドメイン管理特権ユーザ グループと通常のユーザ グループを作成す
る必要があります。superuser グループのグループ スコープが global に設定されている
ことを確認し、新しく作成した管理グループにユーザ メンバを割り当て、Windows ド
メイン superuser グループにユーザ アカウント（たとえば、winsuper ユーザ）を追加し
ます。Windows サーバで Windows ドメイン管理グループを設定する方法については、
Microsoft 社の該当するマニュアルを参照してください。

ユーザが Telnet セッション、FTP、または SSH セッションを使用してこの WAE にアクセスし
ようとすると、WAE は Active Directory ユーザ データベースを使用して管理アクセス要求を認
証するように設定されます。
ステップ 5

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 6

[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Domain Settings] を選択します。
[Domain Settings] ウィンドウが表示されます。（図 7-5 を参照してください）。
図 7-5

（注）

ドメインの設定

5.1.1 よりも前の WAAS バージョンでは、関連の WINS サーバとワーク グループまたは
ドメイン名が選択したデバイス（またはデバイス グループ）に対して定義されていな
い場合、図 7-5 に示すように、情報メッセージがこのウィンドウの上部に表示され、こ
れらの関連する設定が現在定義されていないことが通知されます。これらの設定を定義
するには、[Configure] > [Network] > [WINS] を選択します。
Windows ドメイン参加の場合、ドメイン名、DNS サーバ、および NTP 設定は必須の前
提条件になります。Windows ドメイン コントローラと WAAS デバイスでは、Kerberos
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認証が成功するために、時間が同期している必要があります。AAA 機能を完全に使用
するには、ワークグループおよび WINS サーバも設定する必要があります。
5.1.1 よりも前の WAAS バージョンでは、NetBIOS 名を Windows ドメイン参加のために
設定する必要はありません。未設定のままにした場合は、参加中の NetBIOS 名として、
ホスト名の最初の 15 文字が自動的に割り当てられます。5.1.1 以降の WAAS バージョン
については、NetBIOS 名、WINS サーバ、およびワークグループの設定は、Windows ド
メイン認証の設定に必須ではありません。
ステップ 7

[Domain Name] ドロップダウン リストから、名前を選択するか、または [Create New] をクリッ
クして、新規のローカル ドメイン名を作成します。

ステップ 8

WAAS デバイス（またはデバイス グループ）がソフトウェアの以前のバージョンである場合
は、以下のようにします。
a.

選択したデバイス（またはデバイス グループ）への管理ログインの共有されたセキュアな
認証方式として、[Kerberos]、[NTLM1 plus ESS（Extended Session Security）]、または
[NTLM2] を選択します。デフォルトの認証プロトコルは Kerberos です。
（注）

WAAS バージョン 5.0.1 以降では、NTLM プロトコルを使用した Windows ドメイン
ユーザのログイン認証は推奨されていません。Windows ドメイン ユーザ ログイン
認証には、Kerberos プロトコルを使用することが推奨されています。
WAAS バージョン 5.1.1 以降では、NTLM プロトコルを使用した Windows ドメイン
ユーザ認証はサポートされていません。
暗号化された MAPI アクセラレーションには、Kerberos プロトコル、NTLMv1 と
ESS（Extended Session Security）、または NTLMv2 を使用できます。

Kerberos を使用して Kerberos 領域、Kerberos サーバ、およびドメイン コントローラを自動
的に取得するには、[Auto Detect The Parameters] をクリックします。ドメイン、DNS、およ
び NTP のパラメータを最初に設定する必要があります。このオプションは NTLM ではサ
ポートされていません。
パラメータについてデバイスを照会すると、成功または失敗を示すステータス メッセージ
が画面に表示されます。このプロセスは即時に完了しない場合があります。自動検出プロ
セスが完了するまで、ステータス メッセージは表示されません。
成功した場合はパラメータを確認し、必要に応じて編集できます。パラメータを確認した
ら、値を送信できます。
自動検出に失敗した場合は、設定されたドメイン/DNS 設定を確認し、設定を手動で入力す
る必要があります。その後に、値を送信できます。

（注）

ユーザがドメイン アカウントにログインする Windows 2000 以上が動作する
Windows システムには、Kerberos バージョン 5 が使用されます。
Kerberos 認証を使用した Windows ドメイン参加の場合、発信トラフィック用のファ
イアウォールで、53 UDP/TCP、88 UDP/TCP、123 UDP、135 TCP、137 UDP、139
TCP、389 UDP/TCP、445 TCP、464 UDP/TCP および 3268 TCP のポートを開いてお
く必要があります。
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b. （Kerberos の場合は、この手順を省略してください）NTLM の場合は、ドロップダウン リ

ストから [version 1] または [version 2] を選択します。デフォルトでは、NTLM バージョン 1
が選択されています。

（注）

WAAS v5.3.1 の場合、暗号化された MAPI（EMAPI）にも NTLM がサポートされま
す。EMAPI 用の NTLM に関する以下の点に注意してください。
EMAPI 用の NTLM には、Kerberos に必要な設定の他に追加の設定は必要ありませ
ん。しかし、クライアントはドメインに参加する必要があります。
EMAPI を使用する NTLM は、NTLM ユーザごとにキーを使用します。これらの
キーはメモリに保存され、リロード後に削除されます。たとえば、コア WAE が夜
間にリブートする場合、すべての NTLM キーを起動時に再び収集する必要がありま
す。これは、クライアントとサーバ間の接続を確立する際の遅延の増大を引き起こ
す可能性があります。

– NTLM バージョン 1 は、Active Directory を使用する Windows 98 や Windows NT などの
従来のシステム、および Windows 2000、Windows XP、Windows 2003 などの最近の
Windows システムを含むすべての Windows システムで使用されます。
Windows 2000 SP4 または Windows 2003 のドメイン コントローラを使用する場合は、
Kerberos の使用を推奨します。
– NTLM バージョン 2 は、Windows 98 と Active Directory を実行している Windows システ
ム、Windows NT 4.0（Service Pack 4 以降）、Windows XP、Windows 2000、および
Windows 2003 で使用されます。WAAS プリント サーバの NTLM バージョン 2 のサポー
トを有効にすると、NTLM または LM を使用するクライアントにアクセスできなくな
ります。

注意

すべてのクライアントのセキュリティ ポリシーが [Send NTLMv2 responses
only/Refuse LM and NTLM] に設定されている場合にだけ、プリント サーバでの
NTLM バージョン 2 サポートを有効にします。

c. （NTLM の場合は、この手順を省略してください）[Kerberos Realm] フィールドに、WAAS

デバイスが存在する領域の完全修飾名を入力します。[Key Distribution center] フィールド
に、Kerberos 暗号キー配信局の完全修飾名または IP アドレスを入力します。Kerberos 認証
方式の選択時に [Auto Detect The Parameters] をクリックした場合、これらのフィールドはす
でに入力されています。
すべての Windows 2000 ドメインは、Kerberos 領域です。Windows 2000 ドメイン名は DNS
ドメイン名でもあるため、Windows 2000 ドメイン名用の Kerberos 領域名は常に大文字で
す。この大文字の使用は、Kerberos バージョン 5 プロトコル資料（RFC-4120）での領域名
として DNS 名を使用する勧告に従っており、Kerberos に基づく他の環境との相互運用性だ
けに影響します。
d.

[Domain Controller] フィールドに、Windows ドメイン コントローラの名前を入力します。
[Submit] をクリックすると、Central Manager が WAAS デバイスに要求を送って（バージョ
ン 4.2.x 以上の場合）ドメイン コントローラ名を解決することにより、この名前を検証し
ます。ドメイン コントローラを解決できない場合は、有効な名前の送信を要求されます。
デバイスがオフラインの場合は、デバイス接続の確認を要求されます。デバイス グループ
を設定している場合、ドメイン コントローラ名は、このページが受け入れられる前に、各
デバイスで検証されません。デバイスでドメイン コントローラ名を解決できない場合、こ
のページでの設定の変更は、そのデバイスに適用されません。
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e.

[Submit] をクリックします。
（注）

ステップ 9

[Submit] をクリックし、指定した変更が WAAS Central Manager データベースにコミッ
トされたことを確認してください。ステップ 9 で入力するドメイン管理者のユーザ名
とパスワードは、WAAS Central Manager のデータベースに格納されません。

選択したデバイス（またはデバイス グループ）を Windows ドメイン コントローラに登録する
には、次の手順に従ってください。
a.

[User Name] フィールドに、指定した Windows ドメイン コントローラのユーザ名
（domain\username またはドメイン名とユーザ名）を入力します。これは、Active Directory
における管理権限（コンピュータをドメインに追加する権限）を持つユーザのユーザ名お
よびパスワードである必要があります。
WAAS デバイス（またはデバイス グループ）が以前のバージョンのソフトウェアを実行し
ている場合は、[Domain Join] タブをクリックします。NTLM の場合、ユーザ クレデンシャ
ルには Domain Users グループに属するすべての通常のユーザを指定できます。Kerberos の
場合、ユーザ クレデンシャルは Domain Admins グループに属するユーザにする必要があり
ますが、システムのデフォルト Administrator ユーザにする必要はありません。
（注）

Windows ドメイン サーバ認証を使用するには、WAAS デバイスは Windows ドメイ
ンに参加する必要があります。登録のためには、Windows ドメインにマシンを参加
させる権限があるユーザ クレデンシャルが必要です。ログ ファイルを含めて、登録
に使用されるユーザ クレデンシャルが、クリア テキストで表示されることはまった
くありません。WAAS は、Windows Active Directory の構造またはスキーマを変更し
ません。

（注）

マシン アカウントを使用する暗号化 MAPI アクセラレーションには、ドメイン参加
が必要です。

b.

[Password] フィールドに、指定した Windows ドメイン コントローラ アカウントのパスワー
ドを入力します。

c.

[Confirm password] フィールドに、指定した Windows ドメイン コントローラのパスワード
を再び入力します。

d. （任意。WAAS デバイス（またはデバイス グループ）が以前のバージョンのソフトウェア

を実行している場合）必要に応じて、[Organizational Unit] フィールドに組織単位の名前を
入力します（Kerberos 認証の場合のみ）。
e.

[Join] をクリックします。
（注）

[Join] をクリックすると、WAAS Central Manager は、SSH を使用して、すぐに
WAAS デバイス（またはデバイス グループのすべてのデバイス）へ登録要求を送信
します（指定したドメイン管理者パスワードは、SSH で暗号化されます）。登録要
求は、指定したドメインのユーザ名とパスワードを使用して、指定した Windows ド
メイン コントローラへのドメイン登録を実行するように、デバイスに指示します。
デバイスにアクセスできる場合（NAT の背後にあり、外部 IP アドレスを持ってい
る場合）、登録要求はデバイス（またはデバイス グループ）によって実行されます。

登録要求のステータスが [Domain Join Status] テーブルに表示されます。
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f.

WAAS デバイス（またはデバイス グループ）が以前のバージョンのソフトウェアを実行して
いる場合は、[Show Join Status] ボタンをクリックして登録要求のステータスを表示します。
結果が更新されるまでには数秒かかる場合があります。参加要求が失敗すると、結果が
[Domain Join Status] テーブルに表示されます。

g.

数分待ってから再試行して、更新された認証ステータスを確認します。
要求が正常に終了した場合は、ドメイン登録ステータスが [Domain Join Status] テーブルに
表示されます。

Windows のドメイン設定後に、Windows の認証を有効にするプロセスを完了するには、WAAS
デバイス用の管理ログイン認証および許可方式の有効化の説明に従って、[Authentication
Methods] ウィンドウを使用して、Windows をデバイスに対する認証および許可方式としてと設
定する必要があります。
WAAS CLI ではなく、WAAS Central Manager GUI を使用して、Windows ドメイン サーバ設定を
構成することを推奨します。ただし、CLI を使用したい場合は、Cisco Wide Area Application
Services Command Reference で windows-domain join および kerberos（共有されたセキュアな認
証方式として Kerberos を使用する場合）のコマンドを参照してください。
最初に、ip グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、IP ドメイン名および IP
ネーム サーバを設定する必要があります。
次に、ntp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、適切な NTP サーバを設
定します。
次に、次のグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、Windows ドメイン管理
のスーパーグループおよび通常のグループを設定します。
WAE(config)# windows-domain administrative group super-user group_name
WAE(config)# windows-domain administrative group normal-user group_name

次に、次のコマンドを使用して、設定した Windows ドメイン サーバに WAAS デバイスを登録
します。
WAE# windows-domain join domain-name DomainName user UserName

特定の組織ユニットにマシン アカウントを作成するには、次のコマンドを使用します。
WAE# windows-domain join domain-name DomainName organization-unit OUName user UserName

最後に、次のコマンドを使用して、管理ログイン認証と許可の設定として、Windows ドメイン
を有効にします。
WAE(config)# authentication login windows-domain enable primary
WAE(config)# authentication configuration windows-domain enable primary

EMAPI の NTLM 認証のトラブルシューティング
次の CLI コマンドは、EMAPI の NTLM 認証の診断情報を表示します。
#
#
#
#
#

show
show
show
show
show

windows-domain encryption-service identity
windows-domain encryption-service identity detail
windows-domain encryption-service blacklist identity
statistics connectoin conn-id ConnectionID
statistics accelerator mapi detail
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Windows ドメイン コントローラからの WAE の登録解除
Windows ドメイン コントローラから WAE デバイスを登録解除する場合は、共有されたセキュアな
認証方式として Kerberos を使用している限り、WAAS Central Manager から直接登録解除できます。
NTLM メソッドを使用している場合、WAAS Central Manager を使用して WAE を登録解除できませ
ん。ドメイン コントローラにログインし、デバイス登録を手動で削除する必要があります。

（注）

デバイスを登録解除する前に、デバイスに対する Windows 認証を無効にする必要があります。
また、暗号化された MAPI でマシン アカウント ドメイン アイデンティティが使用される場合
は、ドメインの離脱を実行する前にそのアイデンティティを削除する必要があります。
WAE デバイスを登録解除するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [Authentication Methods] を選択します。
[Authentication and Authorization Methods] ウィンドウが表示されます（図 7-6 を参照）。

ステップ 3

[Authentication Login Methods] と [Authorization Methods] セクションの両方で、ドロップダウン
リストから他の値を選択して、すでに選択されている値 WINDOWS を変更します。設定の変更
の詳細については、WAAS デバイス用の管理ログイン認証および許可方式の有効化を参照して
ください。

ステップ 4

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 5

[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Domain Settings] を選択します。WAAS デバイス
（またはデバイス グループ）が以前のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、
[Domain Join] タブをクリックします。

ステップ 6 （任意）管理者のユーザ名とパスワードを [Administrator Username] フィールド、[Password]

フィールド、および [Confirm Password] フィールドに入力します。登録解除を行うために、ド
メイン コントローラはユーザ名とパスワードを要求します。
ステップ 7

[Leave] をクリックします。
（注）

[Leave] をクリックすると、WAAS Central Manager は SSH を使用してすぐに登録解
除要求を WAAS デバイス（またはデバイス グループ）に送信します。登録解除要
求によって、デバイスは指定された Windows ドメイン コントローラから登録解除
するよう指示されます。
暗号化 MAPI を設定してマシン アカウントを使用している場合は、デバイスの登録
解除要求を行えません。脱退を続行する前に、マシン アカウント アイデンティティ
を削除する必要があります。

登録解除要求のステータスが [Domain Join Status] テーブルに表示されます。
ステップ 8

WAAS デバイス（またはデバイス グループ）が以前のバージョンのソフトウェアを実行してい
る場合は、数分間待機してから [Show Join Status] をクリックして、登録解除要求のステータス
を確認します。
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CLI を使用して WAE デバイスを登録解除する場合、まず次のコマンドを使用して Windows 認
証を無効にする必要があります。
WAE(config)# no authentication login windows-domain enable
WAE(config)# no authentication configuration windows-domain enable

（注）

暗号化された MAPI のマシン アカウント アイデンティティが設定されている場合は、最初に削
除する必要があります。マシン アカウント アイデンティティを削除するには、no
windows-domain encryption-service グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
次に、次のコマンドを使用して WAAS デバイスを Windows ドメイン サーバから登録解除しま
す（Kerberos 認証の場合）。
WAE# windows-domain leave user UserName password Password

NTLM 認証では、WAAS デバイスを登録解除する CLI コマンドがありません。

LDAP サーバ署名
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）サーバ署名は、Microsoft Windows Server のネッ
トワーク セキュリティ設定の設定オプションです。このオプションは、LDAP クライアントの
署名要件を制御します。LDAP 署名は、LDAP パケットがネットワークの途中で改変されてい
ないことを確認し、パッケージ データが既知の送信元から送信されたことを保証するために使
用されます。Windows Server 2003 の管理ツールは、LDAP 署名を使用して、管理ツールの実行
インスタンスと管理対象サーバ間の通信の安全を確保します。
トランスポート層セキュリティ（TLS、RFC 2830）プロトコルを使用してインターネット通信のプ
ライバシーを保護することで、クライアント/サーバアプリケーションは、盗聴、改変、または
メッセージの偽造を防止して通信できます。TLS v1 は、Secure Sockets Layer（SSL）に似ています。
TLS は、通常の LDAP 接続（ldap://:389）で SSL と同じ暗号化を提供し、安全な接続（ldaps://:636）
で動作します。TLS プロトコルは、サーバ証明書を使用して、暗号化された安全な接続を LDAP
サーバに提供します。クライアント認証には、クライアント証明書と 1 組の暗号キーが必要です。
WAAS ソフトウェアでは、ドメイン セキュリティ ポリシーの [LDAP server signing
requirements] が [Require signing] に設定されている場合、Windows 2003 ドメインによるログイ
ン認証がサポートされます。LDAP サーバ署名機能により、WAE はドメインに参加し、ユーザ
を安全に認証できます。

（注）

Windows ドメイン コントローラで LDAP 署名が必要となるように設定するときは、クライアン
ト WAE でも LDAP 署名を設定する必要があります。LDAP 署名を使用するようにクライアン
トを設定しないと、サーバとの通信が影響を受け、ユーザ認証、グループ ポリシー設定、およ
びログイン スクリプトが失敗する場合があります。サーバの証明書を持つ Microsoft サーバに
認証局サービスをインストールします（[Programs] > [Administrative Tools] > [Certification
Authority]）。Microsoft サーバで LDAP サーバ署名要件プロパティを有効にします（[Start] >
[Programs] > [Administrative Tools] > [Domain Controller Security Policy]）。表示されるウィンドウ
で、ドロップダウン リストから [Require signing] を選択し、[OK] をクリックします。
Windows ドメイン コントローラで LDAP 署名が必要となるように設定する方法については、
Microsoft 社のマニュアルを参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。
•

クライアント WAE 上での LDAP 署名の設定

•

クライアント WAE 上の LDAP サーバ署名の無効化
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クライアント WAE 上での LDAP 署名の設定
Windows 2003 ドメイン コントローラで、クライアント（WAE など）に LDAP 要求への署名を
求めるセキュリティ設定を構成できます。署名のないネットワーク トラフィックは、途中で傍
受されたり、改変される可能性があり、一部の組織は、LDAP サーバでの中間者攻撃を防止す
るために LDAP サーバ署名を義務付けています。LDAP 署名は、個別の WAE 単位で設定でき
ます。システム レベルでは設定できません。さらに、WAAS CLI を使用して WAE 上の LDAP
署名を設定する必要があります。WAAS GUIでは、LDAP 署名を設定できません。
デフォルトで、LDAP サーバ署名は、WAE で無効になっています。WAE でこの機能を有効に
するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAE で LDAP サーバ署名を有効にします。
WAE# configure
WAE(config)# smb-conf section "global" name "ldap ssl" value "yes"

ステップ 2

WAE で設定を保存します。
WAE(config)# exit
WAE# copy run start

ステップ 3

WAE で現在動作している LDAP クライアントの設定を確認します。
WAE# show smb-conf

ステップ 4

WAE を Windows ドメインに登録します。
WAE# windows-domain diagnostics net "ads join -U username%password"

ステップ 5

WAE でユーザ ログイン認証を有効にします。
WAE# configure
WAE(config)# authentication login windows-domain enable primary

ステップ 6

WAE でユーザ ログイン許可を有効にします。
WAE(config)# authentication configuration windows-domain enable primary

ステップ 7

WAE でログインの認証と許可の現在の設定を確認します。
WAE# show authentication user
Login Authentication:
Console/Telnet/Ftp/SSH Session
----------------------------- -----------------------------local
enabled (secondary)
Windows domain
enabled (primary)
Radius
disabled
Tacacs+
disabled
Configuration Authentication: Console/Telnet/Ftp/SSH Session
----------------------------- -----------------------------local
enabled (primary)
Windows domain
enabled (primary)
Radius
disabled
Tacacs+
disabled

WAE は現在、Active Directory ユーザを認証するように設定されています。Active Directory
ユーザは、Telnet、FTP、または SSH を使用して WAE に接続できます。あるいは、WAAS GUI
を使用して WAE にアクセスすることもできます。
ステップ 8

Windows ドメイン ユーザ認証に関連する統計情報を表示します。ユーザ認証が行われるたび
に、統計情報が追加されます。
WAE# show statistics windows-domain
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Windows Domain Statistics
----------------------------------------------Authentication:
Number of access requests:
Number of access deny responses:
Number of access allow responses:
Authorization:
Number of authorization requests:
Number of authorization failure responses:
Number of authorization success responses:
Accounting:
Number of accounting requests:
Number of accounting failure responses:
Number of accounting success responses:

9
3
6
9
3
6
0
0
0

WAE# show statistics authentication
Authentication Statistics
-------------------------------------Number of access requests:
9
Number of access deny responses: 3
Number of access allow responses: 6

ステップ 9

WAE に関する統計情報を消去するには、clear statistics EXEC コマンドを使用します。
•

すべてのログイン認証統計情報を消去するには、clear statistics authentication EXEC コマン
ドを入力します。

•

Windows ドメイン認証に関連する統計情報だけを消去するには、clear statistics
windows-domain EXEC コマンドを入力します。

•

すべての統計情報を消去するには、clear statistics all EXEC コマンドを入力します。

クライアント WAE 上の LDAP サーバ署名の無効化
WAE 上の LDAP サーバ署名を無効にするには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

Windows ドメインから WAE の登録を解除します。
WAE# windows-domain diagnostics net "ads leave -U Administrator"

ステップ 2

ユーザ ログイン認証を無効にします。
WAE# configure
WAE(config)# no authentication login windows-domain enable primary

ステップ 3

WAE で LDAP サーバ署名を無効にします。
WAE(config)# no smb-conf section "global" name "ldap ssl" value "yes"

WAAS デバイス用の管理ログイン認証および許可方式の有効化
この項では、WAAS デバイスまたはデバイス グループ用のさまざまな管理ログイン認証および
許可方式（認証設定）を一元的に有効にする方法について説明します。
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注意

ローカル認証および許可を無効にする前に、RADIUS、TACACS+、または Windows ドメイン
認証が設定され、正常に動作していることを確認します。ローカル認証が無効で、RADIUS、
TACACS+、または Windows ドメイン認証が正しく設定されていない場合、もしくは RADIUS、
TACACS+、または Windows ドメイン サーバがオンラインでない場合は、WAAS デバイスにロ
グインできません。
デフォルトで、WAAS デバイスは、ローカル データベースを使用して、管理ログイン要求を認
証し、アクセス権を許可します。WAAS デバイスは、すべての認証データベースが無効である
かどうかを確認し、そうである場合は、システムをデフォルトの状態に設定します。このデ
フォルトの状態の詳細については、管理ログインの認証および許可のデフォルト設定を参照し
てください。

（注）

これらの設定を構成し、送信する前に、WAAS デバイス（またはデバイス グループ）用の
TACACS+、RADIUS、または Windows サーバ設定を構成する必要があります。WAAS デバイ
スまたはデバイス グループに対してこれらのサーバ設定を構成する方法の詳細については、
TACACS+ サーバ認証設定について、およびRADIUS サーバ認証設定の構成、およびWindows
ドメイン サーバ認証設定の構成を参照してください。
デフォルトでは、WAAS デバイスは、何らかの理由でプライマリ方式の管理ログイン認証が失
敗した場合に、セカンダリ方式の管理ログイン認証にフェールオーバーします。WAAS Central
Manager GUI を使用して、次のようにこのデフォルトのログイン認証フェールオーバー方式を
変更します。
•

WAAS デバイスのデフォルトを変更するには、[Devices] > [device-name] を選択し、メ
ニューから [Configure] > [Security] > [AAA] > [Authentication Methods] を選択します。表示
されるウィンドウで [Failover to next available authentication method] チェックボックスを選択
し、[Submit] をクリックします。

•

デバイス グループのデフォルトを変更するには、[Device Groups] > [device-group-name] を
選択し、メニューから [Configure] > [Security] > [AAA] > [Authentication Methods] を選択し
ます。表示されるウィンドウで [Failover to next available authentication method] チェックボッ
クスを選択し、[Submit] をクリックします。

[failover to next available authentication method] オプションを有効にすると、WAAS デバイス（ま
たはデバイス グループ内のデバイス）は、認証が何らかの別の理由で失敗した場合ではなく、
管理ログイン認証サーバに到達できない場合にだけ、次の認証方式を照会します。WAAS デバ
イス上の RADIUS 設定または TACACS+ 設定のキーが正しくないために、認証サーバが到達不
能になる場合があります。
複数の TACACS+ サーバまたは RADIUS サーバを設定できる場合は、まずプライマリ サーバで
認証が試みられます。プライマリ サーバに到達できなければ、TACACS+ ファームまたは
RADIUS ファーム内のその他のサーバでの認証試行が順に行われていきます。サーバに到達不
能という以外の何らかの理由で認証に失敗した場合は、ファーム内の他のサーバでの認証は試
行されません。このプロセスは、[Failover to next available authentication method] チェックボッ
クスの設定に関係なく適用されます。

（注）

ログイン認証フェールオーバー機能を使用するには、TACACS+、RADIUS、または
Windows ドメインをプライマリ認証方式として、ローカルをセカンダリ ログイン認証
方式として設定する必要があります。
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[failover to next available authentication method] オプションが [enabled] の場合は、次のガイドラ
インに従ってください。
•

WAAS デバイスに設定できるログイン認証方式は 2 つ（プライマリおよびセカンダリ方式）
だけです。

•

WAAS デバイス（またはデバイス グループ内のデバイス）は、指定した認証サーバが到達不
能な場合にだけ、プライマリ認証方式からセカンダリ認証方式へフェールオーバーします。

•

認証と許可（設定）の両方のセカンダリ方式として、ローカル データベース方式を設定し
ます。

たとえば、[failover to next available authentication method] オプションが有効で、RADIUS がプラ
イマリ ログイン認証方式、ローカルがセカンダリ ログイン認証方式として設定されている場
合は、次のように処理されます。
1.

WAAS デバイス（またはデバイス グループ内のデバイス）は、管理ログイン要求を受信す
ると、外部の RADIUS 認証サーバを照会します。

2.

次のどちらかになります。
a. RADIUS サーバが到達可能である場合、WAAS デバイス（またはデバイス グループ内

のデバイス）は、この RADIUS データベースを使用して管理者を認証します。
b. RADIUS サーバが到達不能な場合、WAAS デバイスはセカンダリ認証方式を使用して

（つまり、ローカル認証データベースを照会して）、管理者の認証を試みます。

（注）

ローカル データベースは、この RADIUS サーバが使用できない場合にだけ、認証のた
めにアクセスされます。それ以外の場合（たとえば、RADIUS サーバでの認証に失敗し
た場合）は、認証のためにローカル データベースはアクセスされません。

逆に、[failover to next available authentication method] オプションが [disabled] の場合は、WAAS
デバイス（またはデバイス グループ内のデバイス）は、プライマリ認証データベースで認証に
失敗した理由に関係なく、セカンダリ認証データベースにアクセスします。
すべての認証データベースの使用が有効になっている場合は、フェールオーバーの理由に基づ
き、選択された優先順位で、すべてのデータベースが照会されます。フェールオーバーの理由
が指定されていない場合は、すべてのデータベースがその優先順位で照会されます。たとえ
ば、最初にプライマリ認証データベースが照会され、次にセカンダリ認証データベースが照会
され、次に第 3 のデータベースが照会され、最後に第 4 の認証データベースが照会されます。
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用のログイン認証および許可方式を指定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [Authentication Methods] を選択します。
[Authentication and Authorization Methods] ウィンドウが表示されます（図 7-6 を参照）。
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図 7-6

ステップ 3

[Authentication and Authorization Methods] ウィンドウ

[Failover to next available authentication method] チェックボックスを選択すると、プライマリ認
証サーバが到達不可能な場合にだけ、セカンダリ認証データベースが照会されます。この
チェックボックスの選択を解除し、プライマリ認証方式が何らかの理由のために失敗した場合
は、他の認証方式が試行されます。
この機能を使用するには、TACACS+、RADIUS、または Windows ドメインをプライマリ認証
方式として、ローカルをセカンダリ認証方式として設定する必要があります。認証と許可（設
定）の両方のセカンダリ方式として、ローカル方式を設定します。
[Use only local admin account to enable privilege exec level] チェックボックスをオンにして、ロー
カル admin ユーザのアカウントとパスワードを使用して認証の有効化を設定します。この場合、
イネーブル アクセス要求は、外部認証サーバには送信されませんが、WAE で処理されます。
これは、ローカル「admin」ユーザのアカウントとパスワードだけを使用して、特定のパス
ワードを確認し、アクセスできるようにます。

ステップ 4

[Authentication Login Methods] チェックボックスを選択して、ローカル、TACACS+、RADIUS、
または Windows データベースを使用して認証特権を有効にします。

ステップ 5

選択したデバイスまたはデバイス グループが使用するログイン認証方式の順序を指定します。
a.

[Primary Login Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、[RADIUS]、ま
たは [WINDOWS] を選択します。このオプションは、選択したデバイス（またはデバイス
グループ）が、管理ログイン認証に使用する必要がある最初の方式を指定します。

b.

[Secondary Login Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、[RADIUS]、
または [Windows] を選択します。このオプションは、最初の方式が失敗した場合に、選択
したデバイス（またはデバイス グループ）がログイン認証を管理するために使用する必要
がある方式を指定します。

c.

[Tertiary Login Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、[RADIUS]、また
は [WINDOWS] を選択します。このオプションは、最初の方式と第 2 の方式が失敗した場
合に、選択したデバイス（またはデバイス グループ）がログイン認証を管理するために使
用する必要がある方式を指定します。
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d.

[Quaternary Login Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、[RADIUS]、
または [WINDOWS] を選択します。このオプションは、最初の方式、第 2 の方式、および
第 3 の方式が失敗した場合に、選択したデバイス（またはデバイス グループ）が管理ログ
イン認証に使用する必要がある方式を指定します。

（注）

ステップ 6

[Authentication Methods] チェックボックスを選択して、ローカル、TACACS+、RADIUS、また
は Windows データベースを使用して認証特権を有効にします。
（注）

ステップ 7

ログイン認証方式と許可方式の優先順位リストの最後の方式として、ローカル方式を指
定することを強く推奨します。この方法に従うことにより、指定した外部サードパー
ティ サーバ（TACACS+、RADIUS、または Windows ドメイン サーバ）が到達不可能な
場合でも、WAAS 管理者は、ローカル認証および許可方式を使用して、WAAS デバイ
ス（またはデバイス グループ内のデバイス）にログインできます。

許可特権は、コンソールおよび Telnet 接続試行、セキュア FTP（SFTP）セッション、
および Secure Shell（SSH バージョン 2）セッションに適用されます。

選択したデバイス（またはデバイス グループ）が使用する必要があるログイン許可（設定）方
式の順序を指定します。

（注）

a.

管理ログインの認証方式と許可方式を同じ順序で設定することを強く推奨します。たと
えば、管理ログイン認証と許可の両方の 1 次ログイン方式として RADIUS を使用し、2
次ログイン方式として TACACS+ を使用し、第 3 の方式として Windows を使用し、第 4
の方式としてローカル方式を使用するように、WAAS デバイスを設定します。

[Primary Configuration Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、
[RADIUS]、または [WINDOWS] を選択します。このオプションは、選択したデバイス（ま
たはデバイス グループ）が、許可特権を決定するために使用する必要がある最初の方式を
指定します。

（注）

b.

[Secondary Configuration Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、
[RADIUS]、または [WINDOWS] を選択します。このオプションは、最初の方式が失敗した
場合に、選択したデバイス（またはデバイス グループ）が管理特権を決定するために使用
する必要がある方式を指定します。

（注）

c.

[Failover to next available authentication method] チェックボックスを選択した場合は
（ステップ 3）、必ず、[Primary Configuration Method] ドロップダウン リストから
[TACACS+] または [RADIUS] を選択して、1 次許可（設定）方式として TACACS+
または RADIUS 方式を設定してください。

[Failover to next available authentication method] チェックボックスを選択した場合は
（ステップ 3）、必ず、[Secondary Configuration Method] ドロップダウン リストから
[local] を選択して、2 次許可（設定）方式としてローカル方式を設定してください。

[Tertiary Configuration Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、
[RADIUS]、または [WINDOWS] を選択します。このオプションは、最初の方式と第 2 の方
式が失敗した場合に、選択したデバイス（またはデバイス グループ）が管理特権を決定す
るために使用する必要がある方式を指定します。
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d.

ステップ 8

[Quaternary Configuration Method] ドロップダウン リストから、[local]、[TACACS+]、
[RADIUS]、または [WINDOWS] を選択します。このオプションは、最初の方式、第 2 の方
式、および第 3 の方式が失敗した場合に、選択したデバイス（またはデバイス グループ）
が管理特権を決定するために使用する必要がある方式を指定します。

認証ステータスを更新するには、ボックスを選択し、[Show Windows Authentication Status] ボタ
ンをクリックします。このオプションを使用できるのは、Windows が認証方式および許可方式
として設定されている場合だけです。
認証要求のステータスを更新するためにこの要求を続行するかどうかを確認するダイアログ
ボックスが表示されます。（図 7-7 を参照してください）。
図 7-7

ステップ 9

確認ダイアログボックス

[OK] をクリックして続行するか、[Cancel] をクリックして要求を取り消します。
要求に失敗した場合は、エラー ダイアログボックスが表示されます。数分待ってから再試行し
て、更新された認証ステータスを確認します。

ステップ 10 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

（注）

（注）

Windows 認証または許可方式を有効にした場合、Central Manager は、WAE（バージョ
ン 4.2.1 以降）を照会して、Windows ドメインに登録されていることを確認します。こ
れには、[Submit] をクリックした後に最大 1 分かかることがあります。このプロセスを
確認するように求めるメッセージが表示されます。[OK] をクリックして続行します。
バージョン 4.1.x よりも前の WAE またはデバイス グループを設定している場合、
Central Manager によって WAE は照会されず、各 WAE が適切に登録されていることを
確認する必要があります。システムの動作は不明である（WAE が登録されていない場
合）ことを知らせるメッセージが表示されます。[OK] をクリックして続行します。

Windows 認証方式を有効にした場合は、アクティブになるまで約 15 秒かかります。Windows
認証ステータスの確認や、Windows 認証が必要な操作を実行するまでに、少なくとも 15 秒
待ってください。
CLI からログイン認証および許可方式を設定するには、authentication グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用できます。デバイスに対して Windows ドメイン認証および許
可方式を有効にする前に、デバイスを Windows ドメイン コントローラで登録する必要があり
ます。
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AAA コマンド許可の設定
コマンド許可は、外部 AAA サーバを通じて、CLI ユーザによって実行された各コマンドの許
可を行います。CLI ユーザによって実行されたコマンドはすべて、許可されなければ実行され
ません。RADIUS、Windows ドメイン、およびローカル ユーザは影響を受けません。

（注）

CLI インターフェイスを通じて実行されたコマンドだけが、コマンド許可の対象となります。
コマンド許可を有効にする場合は、TACACS+ サーバで「permit null」を指定して、引数のない
許可コマンドを実行できるようにする必要があります。
WAAS デバイスまたはデバイス グループのコマンド許可を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [Command Authorization Settings] を選択します。
[Command Authorization] ウィンドウが表示されます

ステップ 3

[Command Authorization Level] チェックボックスで、必要なレベルにチェック マークを付けます。
•

レベル 0：ユーザのレベル（通常ユーザかスーパー ユーザか）に関係なく、EXEC コマン
ドだけが、実行される前に TACACS+ サーバによって許可されます。グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドは許可されません。

•

レベル 15：ユーザのレベル（通常ユーザかスーパー ユーザか）に関係なく、EXEC コマン
ドとグローバル コンフィギュレーション レベルのコマンドの両方が、実行される前に
TACACS+ サーバによって許可されます。

（注）
ステップ 4

コマンド許可を設定するには、その前に TACACS+ サーバを設定しておく必要があります。

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

Cisco Prime Network Control System のシングル サインイ
ンの設定
新しい IOS/WAAS 機能（AppNav および kWAAS など）では、WAAS と Cisco Prime Network
Control System（NCS）の両方の管理システムを同時に使用する必要があります。NCS と
WAAS CM の間には統合がないため、ユーザ エクスペリエンスが損なわれます。NCS シングル
サインオン（SSO）機能により、これらの 2 つのシステムを統合し、WAAS CM を NCS から
シームレスに起動することができます。
NCS 統合には次の前提条件があります。
•

NCS デバイスは 2.x コードを実行している。

•

Cisco IOS XE デバイスは 3.10 コードを実行している必要がある。

•

Cisco WAAS 5.3.0 以降の Central Manager がインストールされ、設定されている。
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•

kWAAS インスタンスを持つ IOS-XE デバイスが設定されている。

•

kWAAS インスタンスが WAAS CM に登録されている。

NCS を設定するには、以下の手順に従います。
ステップ 1

NCS デバイスを設定します。詳細については、NCS デバイスの設定を参照してください。

ステップ 2

WAAS CM を設定します。詳細については、SSO を使用するための WAAS CM の設定を参照し
てください。

ステップ 3

シングル サインオン機能を使用します。詳細については、NCS からの WAAS CM の起動を参
照してください。

NCS デバイスの設定
NCS サーバを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

Prime NCS にログインして、SSO サーバを追加します。
a.

[Administration] > [Users, Roles & AAA] > [SSO servers] の順に選択します。

b.

SSO サーバ情報を入力し、[Save] をクリックします。

（注）

ステップ 2

ステップ 3

SSO 用に外部 Cisco Prime ホストを使用する場合、そのホストの IP アドレスを指定しま
す。現在、Cisco Prime にログインするのに SSO 機能を使用していない場合、Cisco
Prime デバイス自体の IP アドレスを使用してください。

SSO 認証を有効にするには、次の手順を実行します。
a.

[Administration] > [Users, Roles & AAA] > [AAA mode] の順に選択します。

b.

[SSO mode] オプション ボタンをクリックします。[Save（保存）] をクリックします。

WAAS CM アドレスを設定するには、次の手順を実行します。
a.

[Administration] > [System Settings] > [Service Container Management] の順に選択し、[WCM
IP Address] フィールドに WAAS CM IP アドレスを入力します。

b.

[Save（保存）] をクリックします。

SSO を使用するための WAAS CM の設定
WAAS CM を SSO を使用するように設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

[WAAS Central Manager] メニューで、[Admin] > [AAA] > [Users] の順に選択して、NCS ユーザ
アカウントを設定します。
[User Accounts] ウィンドウに、システム上のすべてのユーザ アカウントが表示されます。

ステップ 2

[Create New User Accounts] アイコンをクリックします。
[Creating New User Account] ウィンドウが表示されます。NCS SSO ユーザの名前と完全に一致
する名前で新しい非ローカル（リモート）ユーザ アカウントを作成します。[Role Management]
および [Domain Management] ウィンドウで、必要なロールおよびドメインを割り当てます。

ステップ 3

WAAS CM から NCS サーバを設定するには、次の手順を実行します。
a.

[WAAS Central Manager] メニューで、[Devices] > [WAAS CM] > [Configure AAA] > [Cisco
Prime SSO] の順に選択します。
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b.

[Enable NCS Single Sign-on] チェックボックスにチェック マークを付けて、SSO サーバを設
定するための NCS SSO サーバ URL を入力します。[Submit] をクリックします。

c.

サーバ証明書を確認して、[Submit] をクリックします。
これで SSO 機能の使用準備が完了しました。

NCS からの WAAS CM の起動
WAAS CM を NCS から起動するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

Cisco Prime サーバにアクセスし、サービス コンテナから該当するデバイスを選択します。

ステップ 2

[WAAS CM UI] タブをクリックして、WAAS CM GUI を起動します。
また、WAAS CM GUI でデバイス インスタンスのホームページを起動するためのデバイスを選
択します。

WAAS デバイス用の AAA アカウンティングの設定
アカウンティングは、すべてのユーザの操作と操作が行われた日時を追跡します。監査証跡ま
たは接続時間やリソース使用量（転送バイト数）の課金に使用できます。デフォルトで、アカ
ウンティングは無効になっています。
WAAS アカウンティング機能は、TACACS+ サーバ ログ機能を使用します。アカウンティング情
報は、TACACS+ サーバにのみ送信されます。コンソールや他のデバイスには送信されません。
WAAS デバイスの syslog ファイルは、アカウンティング イベントをローカルに記録します。
syslog に保存されるイベントの形式は、アカウンティング メッセージの形式と異なります。
TACACS+ プロトコルを使用すると、WAAS デバイスと中央サーバの間で、AAA 情報を効率的
に通信できます。TACACS+ プロトコルは、TCP を使用して、クライアントとサーバの間に信
頼できる接続を確立します。WAAS デバイスは、認証および許可要求とアカウンティング情報
を TACACS+サーバへ送信します。
（注）

WAAS デバイス用の AAA アカウンティング設定を構成する前に、WAAS デバイス用の TACACS+
サーバ設定を構成する必要があります（TACACS+ サーバ認証設定について を参照）
。

（注）

デバイスに対して AAA アカウンティングを有効にする場合は、コマンド処理中の遅延を回避
するために TACACS+ サーバへのアクセスを許可する IP ACL 条件を最初のエントリ位置に作成
することを強く推奨します。IP ACL については、第 9 章「Cisco WAAS デバイス用の IP アクセ
ス コントロール リストの作成および管理」を参照してください。
WAAS デバイスまたはデバイス グループ用の AAA アカウンティング設定を一元的に構成する
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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [AAA Accounting] を選択します。
[AAA Accounting Settings] ウィンドウが表示されます
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ステップ 3

[System Events] ドロップダウン リストから、選択したデバイス（またはデバイス グループ）が
リロードなどのユーザに関連しないシステム レベル イベントをいつ追跡するかを指定し、イ
ベント用のアカウンティングをアクティブにするキーワードを選択します。

ステップ 4

[Exec Shell and Login/Logout Events] ドロップダウン リストから、選択したデバイス（またはデ
バイス グループ）が EXEC シェルとユーザ ログインおよびログアウトに関するイベントをい
つ追跡するかを指定し、EXEC モード プロセス用のアカウンティングをアクティブにするキー
ワードを選択します。レポートには、ユーザ名、日付、開始時刻と終了時刻、および WAAS デ
バイスの IP アドレスが記載されます。

ステップ 5

[Normal User Commands] ドロップダウン リストから、選択したデバイス（またはデバイス グ
ループ）が通常のユーザ特権レベル（特権レベル 0）ですべてのコマンドをいつ追跡するかを
指定し、superuser でない管理（通常のユーザ）レベルですべてのコマンドのアカウンティング
をアクティブにするキーワードを選択します。

ステップ 6

[Administrative User Commands] ドロップダウン リストから、選択したデバイス（またはデバイ
ス グループ）が superuser 特権レベル（特権レベル 15）ですべてのコマンドをいつ追跡するか
を指定し、superuser 管理ユーザ レベルですべてのコマンドのアカウンティングをアクティブに
するキーワードを選択します。

注意

wait-start オプションを使用する前に、WAAS デバイスが TACACS+ サーバで設定され、正常に
サーバにアクセスできることを確認してください。WAAS デバイスは、設定されている
TACACS+ サーバにアクセスできない場合に、応答しなくなることがあります。
表 7-2 で、イベントの種類のオプションについて説明します。
表 7-2

AAA アカウンティング用のイベントの種類

GUI パラメータ

機能

イベントの種類のオプション

stop-only

start-stop

wait-start

Do Not Set
ステップ 7

WAAS デバイスは、指定されたアクティビティまたはイベントの終
了時に、停止レコード アカウンティング通知を TACACS+ アカウン
ティング サーバへ送信します。
WAAS デバイスは、イベントの開始時に開始レコード アカウンティ
ング通知、イベントの終了時に停止レコード アカウンティング通知
を TACACS+ アカウンティング サーバへ送信します。
start アカウンティング レコードはバックグラウンドで送信されます。
TACACS+ アカウンティング サーバが start アカウンティング レコー
ドを確認したかどうかには関係なく、要求されたユーザ サービスが
開始されます。
WAAS デバイスは、開始アカウンティング レコードと停止開始アカ
ウンティング レコードの両方を TACACS+ アカウンティング サーバ
へ送信します。ただし、要求されたユーザ サービスは、開始アカウ
ンティング レコードが受信応答されるまで開始しません。停止アカ
ウンティング レコードも送信されます。
指定したイベント用のアカウンティングが無効になります。

[Enable] チェックボックスを選択して、TACACS+ サーバに対する AAA アカウンティングを有
効にします。
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ステップ 8

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

CLI から AAA アカウンティング設定を構成するには、aaa accounting グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

監査証跡ログの表示
WAAS Central Manager デバイスは、システムでのユーザの操作をログに記録します。ログに記
録される唯一の操作は、WAAS ネットワークを変更する操作です。WAAS システムのユーザの
操作の記録を表示する方法の詳細については、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリング
およびトラブルシューティング」の監査証跡ログの表示を参照してください。
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CHAPTER

8

管理者ユーザ アカウントおよびグループの
作成と管理
この章では、Cisco Wide Area Applications Services Central Manager GUI からユーザ アカウント
とグループを作成する方法について説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と WAE（Cisco Wide Area
Application Engines）を総称する用語として「Cisco WAAS デバイス」を使用します。「WAE」
は、WAE アプライアンスおよび WAE ネットワーク モジュール（Cisco WAAS NME-WAE デバ
イス ファミリ）を示します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

管理者ユーザ アカウントの概要

•

ユーザ アカウントの作成と管理

管理者ユーザ アカウントの概要
WAAS システムには、WAAS Central Manager GUI と WAAS CLI にアクセスするために使用でき
る作成済みの管理者カウントが用意されています。このアカウントのユーザ名は admin、パス
ワードは default です。WAAS Central Manager GUI を使用すると、このアカウントのパスワード
を変更できます。
追加の管理者ユーザ アカウントを作成する場合は、WAAS Central Manager GUI から作成できる
2 種類のアカウントについて、表 8-1 の説明を参照してください。
表 8-1

アカウントの種類の説明

アカウントの種類

説明

ロールに基づくアカ
ウント

特定の WAAS サービスを管理し、設定するアカウントを作成できます。たとえば、アプリ
ケーション アクセラレーションの設定を特定の管理者に委譲したい場合があります。この場
合、[Acceleration] ページだけにアクセスできるロールに基づくアカウントを作成できます。
ローカル ユーザ アカウントにもなっている、ロールに基づくアカウントを作成できます。
WAAS Central Manager GUI の [Admin] メニューからロールに基づくアカウントを作成でき
ます。
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表 8-1

アカウントの種類の説明

アカウントの種類

説明

ローカル アカウント

WAE デバイス t に対する CLI アクセスを提供します。この種類のアカウントを持つユーザ
は、WAAS Central Manager にログインできますが、アクセス権は GUI 機能にアクセスでき
ないデフォルトのアカウントに初期設定されます。
CLI だけから WAE デバイスにアクセスする必要がある管理者がいる場合は、ローカル アカ
ウントを作成することを推奨します。
ローカル アカウントは、ロールに基づくアカウントと同じように作成する必要がありますが、
アカウントを作成するときに [Local User] チェックボックスを選択しなくてはなりません。

ユーザ アカウントの作成と管理
ここでは、次の内容について説明します。
•

アカウントの作成の概要

•

アカウントの操作

•

パスワードの操作

•

ロールの操作

•

ドメインの操作

•

ユーザ グループの操作

アカウントの作成の概要
表 8-2 に、ロールに基づく新しい管理者アカウントを作成するために完了する必要がある手順
の概要を示します。
表 8-2

ロールに基づく管理者アカウントを作成するためのチェックリスト

タスク
1. 新しいアカウントを作成する。

2.

新しいアカウントのロールを作
成する。

3.

新しいアカウントにロールを割
り当てる。

4.

ドメインを作成する。

追加情報と手順
特定のユーザ名、パスワード、および特権レベルで、システムにアカウン
トを作成します。詳細については、新しいアカウントの作成を参照してく
ださい。
アカウントが WAAS ネットワークで設定できるサービスを指定するロール
を作成します。詳細については、新しいロールの作成を参照してください。
外部認証サーバを使用している場合は、ユーザにロールを自動的に割り当
てる照合ユーザ グループを定義できます。
新しいアカウントに新しいロールを割り当てます。詳細については、ユー
ザ アカウントへのロールの割り当てを参照してください。外部認証サーバ
を使用している場合は、ユーザにロールを自動的に割り当てる照合ユーザ
グループを定義できます。
新しいアカウントが管理できる WAE、デバイス グループ、または AppNav
クラスタを指定するドメインを作成します。詳細については、新しいドメ
インの作成を参照してください。
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表 8-2

ロールに基づく管理者アカウントを作成するためのチェックリスト （続き）

タスク
5. ドメインにエンティティを追加
する。
6.

ユーザ アカウントにドメインを
割り当てる。

追加情報と手順
ドメインに 1 つまたは複数の WAE、デバイス グループ、または AppNav ク
ラスタ を追加します。詳細については、エンティティのドメインへの追加
を参照してください。
新しいユーザ アカウントにドメインを割り当てます。詳細については、
ユーザ アカウントへのドメインの割り当てを参照してください。外部認証
サーバを使用している場合は、ユーザにドメインを自動的に割り当てる照
合ユーザ グループを定義できます。

アカウントの操作
ユーザ アカウントを作成するときは、ユーザ名、アカウントを所有する個人の氏名、連絡先情
報、職位、部門のような、ユーザに関する情報を入力します。すべてのユーザ アカウント情報
は、WAAS Central Manager の内部のデータベースに保存されます。
次に、各ユーザ アカウントにロールを割り当てることができます。ロールは、ユーザがアクセ
スできる WAAS Central Manager GUI の設定ページとユーザが設定または変更する権限を持つ
サービスを定義します。WAAS Central Manager には、admin ロールと呼ばれる定義済みのロー
ルが用意されています。admin ロールには、すべてのサービスに対するアクセス権があります。
ドメインは、ユーザがアクセスし、設定または変更できるネットワーク内のエンティティを定
義します。ユーザ アカウントには、ロールおよびドメインを割り当てることも、割り当てない
こともできます。
（RADIUS サーバではなく）TACACS+ または Windows ドメイン サーバで、ユーザの外部認証
を使用している場合は、ユーザ アカウントに加えて、ユーザ グループを作成できます。外部
認証サーバで定義されたユーザ グループと一致するユーザ グループ名を作成することにより、
WAAS は外部認証サーバで定義されているとおりに、グループのメンバーシップに基づいて、
ユーザにロールおよびドメインをダイナミックに割り当てることができます。各ユーザに個別
にロールまたはドメインを定義する必要はありません。
WAAS Central Manager には、あらかじめ 2 つのデフォルトのユーザ アカウントが設定されてい
ます。admin と呼ばれる最初のアカウントには、すべてのサービスへのアクセスと、システム
内のすべてのエンティティへのアクセスが許可される管理者ロールが割り当てられます。この
アカウントはシステムから削除できませんが、変更することはできます。このアカウントの
ユーザ名とロールだけは変更できません。admin ロールを割り当てられたアカウントだけが、
他の admin レベルのアカウントを作成できます。
設定済みの 2 番めのユーザ アカウントは、default アカウントです。認証されているが、WAAS
Central Manager で登録されていないすべてのユーザ アカウントは、デフォルト アカウントに
割り当てられているアクセス権（ロール）を取得します。このアカウントは管理者が設定でき
ますが、削除したり、ユーザ名を変更したりすることはできません。最初は、デフォルト アカ
ウントにロールがまったく定義されていないため、このアカウントを使用して WAAS Central
Manager GUI にはログインできますが、GUI 機能へのアクセス権がありません。
ここでは、次の内容について説明します。
•

新しいアカウントの作成

•

ユーザ アカウントの変更と削除

•

自身のアカウントのパスワードの変更

•

別のアカウントのパスワードの変更

•

ユーザ アカウントの表示

•

ユーザ アカウントのロック解除
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新しいアカウントの作成
アカウントをセットアップする最初の手順では、ユーザ名を指定し、ローカル CLI アカウント
を同時に作成するかどうかを選択して、アカウントを作成します。アカウントの作成後に、そ
のアカウントが管理し、設定することができる WAAS サービスおよびデバイスを決定するロー
ルをそのアカウントに割り当てることができます。
表 8-3 に、アカウントをセットアップするときにローカル CLI ユーザを作成することの結果に
ついて説明します。
表 8-3

ローカル ユーザを作成することによる結果

アクション
ローカル ユーザの作成

ローカル ユーザの非
作成

（注）

結果
•

このアカウントは、WAAS CLI と（デフォルト ロールで）WAAS
Central Manager GUI にアクセスするために使用できます。

•

ユーザは、自分のパスワードを変更できます。パスワードの変
更は、スタンバイ WAAS Central Manager に伝達されます。

•

アカウントは、WAAS Central Manager データベースに格納さ
れ、スタンバイ WAAS Central Manager にも伝達されます。

•

プライマリおよびスタンバイ WAAS Central Manager 管理データ
ベースに、ユーザ アカウントが作成されます。

•

CLI にはユーザ アカウントが作成されません。ユーザは、CLI に
アクセスするために別のアカウントを使用する必要があります。

•

外部認証サーバが設定されている場合、新しいアカウントを使
用して、WAAS Central Manager GUI にログインできます。ユー
ザには、デフォルト ユーザ用に定義されているロールが割り当
てられます（当初はロールなし）。

•

ローカル ユーザは、[Admin] > [AAA] セクションへのアクセス
を許可するロールがある場合にだけ、WAAS Central Manager
GUI を使用して自分のパスワードを変更できます。

ユーザ アカウントが CLI だけで作成された場合、最初に WAAS Central Manager GUI にログイン
したときに、Centralized Management System（CMS）によって、デフォルトの許可およびアクセ
ス コントロールで、（CLI で設定した同じユーザ名の）ユーザ アカウントが自動的に作成されま
す。CLI から作成されたカウントは、最初は WAAS Central Manager GUI の設定ページにアクセス
できません。CLI から作成されたアカウントに WAAS Central Manager GUI から設定作業を実行す
る必要があるロールを割り当てるには、admin アカウントを使用する必要があります。
新しいアカウントを作成するには、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、[Admin] > [AAA] > [Users] を選択します。
[User Accounts] ウィンドウに、システム上のすべてのユーザ アカウントが表示されます。

ステップ 2

[Create New User Accounts] アイコンをクリックします。
[Creating New User Account] ウィンドウが表示されます。
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（注）

このウィンドウには、管理者レベルの特権を持つユーザだけがアクセスできます。

ステップ 3

[Username] フィールドに、ユーザ アカウント名を入力します。

ステップ 4

ユーザ名は大文字と小文字が区別され、英字、数字、ピリオド、ハイフン、およびアンダース
コア以外の文字は使用できません。次の手順を実行して、ローカル CLI ユーザ アカウントを作
成します。
a.

[Local User] チェックボックスを選択します。ローカル CLI ユーザを作成する利点について
は、表 8-3 を参照してください。すべての WAE デバイスにローカル ユーザが作成されます。

（注）

外部認証サーバに定義済みで、WAAS デバイスへのアクセスが許可されているユーザ名
と同じユーザ名のローカル ユーザは作成しないでください。

b.

[Password] フィールドにローカル ユーザ アカウントのパスワードを入力し、[Confirm
password] フィールドに同じパスワードを再入力します。パスワードは大文字と小文字の区
別をし、長さは 1 ～ 31 字である必要があります。‘ “ |（一重引用符、二重引用符、パイ
プ）の文字、または制御文字を含めることはできません。

c.

[CLI Privilege Level] ドロップダウン リストから、ローカル ユーザ アカウント用のオプショ
ンを選択します。
– [0]（通常のユーザ）：このユーザが使用できる CLI コマンドをユーザ レベルの EXEC
コマンドだけに制限します。これはデフォルト値です。
– [15]（スーパー ユーザ）：このユーザに特権 EXEC レベルの CLI コマンドの使用を許可
します。このレベルのコマンドは、admin ロールの Central Manager GUI ユーザが実行
できる機能と似ています。

（注）

システム動作の設定、表示、テストには、WAAS CLI EXEC モードを使用します。これ
は、ユーザと特権の 2 つのアクセス レベルに分かれます。「通常」の特権を持つローカ
ル ユーザは、ユーザ レベルの EXEC CLI モードだけにアクセスできます。「superuser」
特権があるローカル ユーザは、特権 EXEC モードおよびその他のモードすべて（設定
モードおよびインターフェイス モードなど）にアクセスして、任意の管理タスクを実
行できます。ユーザレベルと特権 EXEC モード、および CLI コマンドについての詳細
は、『Area Application Services Command Reference』を参照してください。

ステップ 5 （任意）[User Information] フィールドの該当するフィールドにユーザに関する情報（氏名、電

話番号、E メール アドレス、職位、および部門）を入力します。
ステップ 6 （任意）[Comments] フィールドに、このアカウントに関する追加情報を入力します。
ステップ 7

[Submit] をクリックします。
[Changes Submitted] メッセージが、ウィンドウの一番下に表示されます。

ステップ 8

この新しいアカウントにロール（ロールの操作を参照）、およびドメイン（ドメインの操作を
参照）を割り当てます。
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ユーザ アカウントの変更と削除
（注）

CLI からユーザ アカウントを変更しても、Centralized Management System（CMS）データベー
スはアップデートされず、変更は Central Manager GUI に反映されません。
既存のユーザ アカウントを変更するには、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、[Admin] > [AAA] > [Users] を選択します。
[User Accounts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

変更するユーザ アカウントの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
（注）

このウィンドウには、管理者レベルの特権を持つユーザだけがアクセスできます。

[Modifying User Account] が表示されます。次のように、ユーザ アカウントを削除または編集で
きます。
•

ユーザ アカウントを削除するには、タスクバーの [Delete] アイコンをクリックし、[OK] を
クリックして削除を確認します。
ローカル ユーザ アカウントが WAAS Central Manager GUI を使用して作成された場合、対
応するユーザ アカウントが CLI から削除され、すべてのスタンバイ WAAS Central Manager
からも削除されます。

（注）

•

CLI からユーザ アカウントを削除しても、CMS データベース内の対応するユーザ
アカウントは無効になりません。そのため、ユーザ アカウントは、CMS データ
ベースにアクティブ状態で残ります。WAAS Central Manager GUI で作成したユーザ
アカウントは、常に WAAS Central Manager GUI から削除する必要があります。

ユーザ アカウントを編集するには、ユーザ名とアカウント情報に必要な変更を行い、
[Submit] をクリックします。

自身のアカウントのパスワードの変更
WAAS Central Manager GUI にログインした場合、次の要件を満たすと、自分のアカウントのパ
スワードを変更できます。

（注）

•

アカウントとパスワードが、CLI でなく、WAAS Central Manager GUI で作成された。

•

パスワード ウィンドウにアクセスできる。

ローカル CLI ユーザ パスワードは、CLI から変更しないでください。CLI からローカル CLI
ユーザ パスワードを変更しても、管理データベースはアップデートされず、スタンバイ WAAS
Central Manager に伝達されません。したがって、管理データベース内のパスワードは、CLI で
設定した新パスワードと一致しません。
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（注）

WAAS Central Manager GUI からパスワードを初期設定することには、プライマリとスタンバイ
の両方の WAAS Central Manager が同期し、GUI ユーザがパスワードを変更するために CLI にア
クセスする必要がないという利点があります。
自身のアカウント用のパスワードを変更するには、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、[Admin] > [Security] > [Password] を選択します。
[Changing Password for User Account] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[New Password] フィールドに、変更したパスワードを入力します。パスワードは大文字と小文
字の区別をし、長さは 1 ～ 31 字である必要があります。‘ “ |（一重引用符、二重引用符、パ
イプ）の文字、または制御文字を含めることはできません。

ステップ 3

[Confirm New Password] フィールドに、確認のためにパスワードを再入力します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
パスワードが変更されたことを確認する「Changes Submitted」メッセージが、ウィンドウの一
番下に表示されます。

WAAS Central Manager GUI を使用してアカウントのパスワードを変更すると、Central Manager
が管理するすべての WAE デバイスのパスワードが変更されます。

別のアカウントのパスワードの変更
admin 特権を持つアカウントを使用して WAAS Central Manager GUI にログインすると、他のア
カウントのパスワードを変更できます。

（注）

CLI からユーザ パスワードを変更すると、パスワードの変更はローカル デバイスだけに適用さ
れ、Central Manager GUI には反映されません。また、他のデバイスにも伝達されません。
別のアカウント用のパスワードを変更するには、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、[Admin] > [AAA] > [Users] を選択します。
ロールに基づくユーザ アカウントのリストが表示されます。

ステップ 2

新しいパスワードが必要なアカウントの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying User Account] が表示されます。

ステップ 3

[Password] フィールドに、変更したパスワードを入力します。パスワードは大文字と小文字の
区別をし、長さは 1 ～ 31 字である必要があります。‘ “ |（一重引用符、二重引用符、パイプ）
の文字、または制御文字を含めることはできません。

ステップ 4

[Confirm Password] フィールドに、確認のためにパスワードを再入力します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。
パスワードが変更されたことを確認する「Changes Submitted」メッセージが、ウィンドウの一
番下に表示されます。
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ユーザ アカウントの表示
すべてのユーザ アカウントを表示するには、WAAS Central Manager GUI から [Admin] > [AAA] >
[Users] を選択します。[User Accounts] ウィンドウに、管理データベース内のすべてのユーザ アカ
ウントが表示されます。新しいアカウントの作成の説明に従って、このウィンドウから新しいア
カウントを作成することもできます。
特定のデバイスのユーザ アカウントを表示するには、[Devices] > [device-name] を選択し、デバ
イス モードに応じて [device-name] > [Device Users] または [CM Users] を選択します。[Users for
device] ウィンドウに、そのデバイスに定義されているすべてのユーザ アカウントが表示され
ます。
アカウントの詳細を表示するには、そのアカウントの横にある [View] アイコンをクリックします。

ユーザ アカウントのロック解除
ユーザ アカウントがロックされると、そのユーザは、管理者がアカウントのロックを解除する
まで、WAAS サービスにログインできません。ユーザが 3 回連続してログイン試行に失敗する
と、ユーザ アカウントがロックされます。
アカウントのロックを解除するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager GUI から、[Admin] > [AAA] > [Users] を選択します。
[User Accounts listing] ウィンドウが表示され、各ユーザ アカウントのステータスが示されます。
（注）

ステップ 2

このウィンドウには、管理者レベルの特権を持つユーザだけがアクセスできます。

変更するユーザ アカウントの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying User Account] ウィンドウが表示され、このアカウントがロックされたデバイスのリ
ストが示されます。

ステップ 3

アカウントのロックを解除するデバイスを選択します。
デバイス ユーザのリストが表示されます。

ステップ 4

ロック解除するユーザを選択し、[unlock] をクリックします。

パスワードの操作
WAAS システムには、標準と強力の 2 つのレベルのパスワード ポリシーがあります。デフォル
トでは、標準パスワード ポリシーが有効になっています。
パスワード ポリシーを変更するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [AAA] > [Password Policy Settings] を選択します。

ステップ 3

[Enforce stringent password] チェックボックスを選択して、強力パスワード ポリシーを有効化し
ます。
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ステップ 4

[Maximum login retries] フィールドに、ユーザがロックされずに行うことができるログイン試行
の最大回数を入力します。ロックされたユーザは、管理者がクリアするまでロックされたまま
となります。ロックされたアカウントをクリアする方法については、ユーザ アカウントのロッ
ク解除を参照してください。

ステップ 5

[Submit] をクリックして変更を保存します。

CLI からパスワード ポリシーを設定するには、authentication strict-password-policy グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
標準のパスワード ポリシーが有効な場合、ユーザ パスワードは次の要件を満たしている必要
があります。
•

パスワードの長さは、1 ～ 31 文字までです。

•

パスワードには、大文字と小文字（A ～ Z および a ～ z）および数字（0 ～ 9）を使用でき
ます。

•

パスワードには、‘ “ |（一重引用符、二重引用符、パイプ）の文字、または制御文字は使
用できません。

強力なパスワード ポリシーが有効な場合、ユーザ パスワードは次の要件を満たしている必要
があります。
•

パスワードの長さは、8 ～ 31 文字までです。

•

パスワードには、大文字と小文字の両方（A ～ Z および a ～ z）、数字（0 ～ 9）、および
~`!@#$%^&*()_+-=[]\{};:</> を含む特殊文字を使用できます。

•

パスワードには、‘ “ |（一重引用符、二重引用符、パイプ）の文字、または制御文字は使
用できません。

•

パスワードをすべて同じ文字にすることはできません（たとえば、99999）。

•

パスワードを連続した文字にすることはできません（たとえば、12345）。

•

パスワードをユーザ名と同じにすることはできません。

•

新しいパスワードは、それ以前の 12 個のパスワードとは異なっている必要があります。
ユーザ パスワードの有効期限は 90 日間です。

•

パスワードにディクショナリ用語を使用することはできません。

ユーザ アカウントは、設定されている回数だけログイン試行に失敗するとロックされます（デ
フォルトは 3 回）。管理者がクリアしない限り、ユーザはロックされたままです。ロックされた
アカウントをクリアする方法については、ユーザ アカウントのロック解除を参照してください。

ロールの操作
WAAS Central Manager GUI を使用すると、各管理者が特定の WAAS サービスの設定と管理に集
中できるように、WAAS システム管理者のロールを作成できます。たとえば、管理者にアプリ
ケーション ポリシーの作成と変更を許可し、他のシステム変更を許可しないロールを設定でき
ます。
ロールとは、有効にされた 1 組のサービスと見なすことができます。ロールを作成するときに
サービスを選択することになるため、ロールが担当するサービスについて明確に把握する必要
があります。ロールを作成したら、この章で後述する説明に従って、既存のアカウントにロー
ルを割り当てることができます。
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ロールにより、有効化されている各サービスに読み取りと書き込み、または読み取り専用アク
セス権が与えられます。
各ユーザ アカウントまたはグループには、0 を含む任意の数のロールを割り当てることができ
ます。ロールは、継承されず、組み込まれません。WAAS Central Manager には、admin ロール
と呼ばれる定義済みのロールが用意されています。CLI ユーザが持つ特権レベル 15 と同様に、
admin ロールはすべてのサービスへのアクセス権を持ちます。admin ロールがないと、ユーザ
はすべての管理タスクを実行できません。

（注）

ユーザに admin ロールを割り当てても、ユーザ特権レベルは 15 に変更されません。管理タス
クを実行するには、ユーザの特権レベルも 15 にする必要があります。
WAAS は外部 TACACS+ または Windows ドメイン認証サーバで定義されているとおりに、グルー
プのメンバーシップに基づいて、ユーザにロールをダイナミックに割り当てることができます。
この機能を使用するには、外部認証サーバで定義されたユーザ グループに一致する WAAS
Central Manager 上のユーザ グループ名を定義し、これらのユーザ グループにロールを割り当て
ます。ユーザ グループの詳細については、ユーザ グループの操作を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。
•

新しいロールの作成

•

ユーザ アカウントへのロールの割り当て

•

ロールの修正と削除

•

ロールの設定の表示

新しいロールの作成
新しいロールを作成するには、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、[Admin] > [AAA] > [Roles] を選択します。
[Roles listing] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

タスクバーの [Create New Role] アイコンをクリックします。
[Creating New Role] ウィンドウが表示されます

ステップ 3

[Name] フィールドに、ロールの名前を入力します。
名前には、英字、数字、ピリオド、ハイフン、アンダースコア、およびスペース以外の文字は
使用できません。

ステップ 4

このロールに管理させたいサービスの横にあるチェックボックスを選択します。
このウィンドウのチェックボックスには、3 つのステートがあります。チェック ボックスに
チェックがある場合、ユーザはこのサービスに対する読み取りと書き込みアクセス権があると
いう意味です。チェックボックスを再度クリックすると、インジケータはチェックボックスを
部分的に塗りつぶした四角に変わります。このインジケータは、ユーザがこのサービスに対し
て読み取り専用アクセス権を持つという意味です。空の四角は、そのサービスにアクセスでき
ないことを示します。
カテゴリの下にサービスのリストを展開するには、フォルダ アイコンをクリックし、このロー
ルのために有効にするサービスの横にあるチェックボックスを選択します。カテゴリのすべて
のサービスを同時に選択するには、それらのサービスの最上位フォルダの横にあるチェック
ボックスを選択します。
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表 8-4 に、ロールのために有効にできるサービスを示します。
表 8-4

Cisco WAAS サービスの説明

サービス
ホーム

[Device Groups]

デバイス

AppNav クラスタ

Locations

All Devices

説明
ロールにより、ホーム（グローバル）コンテキストにおける WAAS
Central Manager GUI の [Configure]、[Monitor]、および [Admin] の各
メニューのシステム ダッシュボードおよび設定を表示、設定、お
よび管理できるようにします。各フォルダ内で、このロールにより
管理するサブページを選択できます。
ロールにより、デバイス グループ コンテキストにおける WAAS
Central Manager GUI のさまざまなデバイス グループの設定および
サブページを表示、設定、および管理できるようにします。
ロールにより、デバイス コンテキストにおける WAAS Central
Manager GUI のさまざまなデバイスの設定およびサブページを表
示、設定、および管理できるようにします。
ロールにより、AppNav クラスタ コンテキストにおける WAAS
Central Manager GUI の設定およびサブページを表示、設定、および
管理できるようにします。
ロールにより、ロケーション コンテキストにおける WAAS Central
Manager GUI の設定およびサブページを表示、設定、および管理で
きりようにします。
ロールにより、WAAS ネットワーク内のすべてのデバイスにアクセ
スできるようにします。このサービスを有効にしない場合、ユーザ
アカウントは、アカウントに割り当てられたドメインに関連するデ
バイスだけにアクセスできます。
このサービスを選択すると、ロールに基づくアカウントを設定する
ときに次の作業を省略できます。
•

ネットワーク内のすべてのデバイスを含むドメインの作成およ
び保守

すべてのデバイスを含むドメインのアカウントへの割り当て
ロールにより、WAAS ネットワーク内のすべてのデバイス グルー
プにアクセスできるようにします。このサービスを有効にしない場
合、ユーザ アカウントは、アカウントに割り当てられたドメイン
に関連するデバイス グループだけにアクセスできます。
•

All Device Groups

このサービスを選択すると、ロールに基づくアカウントを設定する
ときに次の作業を省略できます。
•

ネットワーク内のすべてのデバイス グループを含むドメインの
作成および保守

•

すべてのデバイス グループを含むドメインのアカウントへの割
り当て
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表 8-4

Cisco WAAS サービスの説明 （続き）

サービス
すべての AppNav クラ
スタ

説明
ロールにより、WAAS ネットワーク内のすべての AppNav クラスタ
にアクセスできるようにします。このサービスを有効にしない場
合、ユーザ アカウントは、アカウントに割り当てられたドメイン
に関連する AppNav クラスタ だけにアクセスできます。
このサービスを選択すると、ロールに基づくアカウントを設定する
ときに次の作業を省略できます。
•

ネットワーク内のすべての AppNav クラスタを含むドメインの
作成および保守。

すべての AppNav クラスタを含むドメインのアカウントへの割
り当て。
ロールにより、HTTPS 要求による API のモニタリングにアクセス
できるようにします。詳細については、『Cisco Wide Area
Application Services API Reference』を参照してください。
ロールにより、デバイスの [Alarms] パネルにアクセスできるように
します。デバイス アラームの詳細については、第 15 章「WAAS
ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」を参
照してください。
•

Monitoring API

システム ステータス

ステップ 5 （任意）[Comments] フィールドに、このロールに関するコメントを入力します。
ステップ 6

[Submit] をクリックして設定値を保存します。

ユーザ アカウントへのロールの割り当て
ロールを作成した後、それをアカウント（ユーザ グループ）に割り当てる必要があります。ア
カウントを作成しても、アカウントにロールを割り当てない場合、このアカウントのユーザ
は、WAAS Central Manager GUI にログインできますが、データは表示されず、設定ページを使
用できません。

（注）

デフォルトで、admin ユーザ アカウントには、システム内のすべてのエンティティにアクセス
できるロールが割り当てられます。このユーザ アカウント用のロールは変更できません。
1 つまたは複数のロールをユーザ アカウント グループに割り当てるには、次の手順に従ってく
ださい。

ステップ 1

WAAS Central Manager メニューで、[Admin] > [AAA] > [Users]（または [Admin] > [AAA] > [User
Groups]）を選択します。
[User Accounts]（または [User Groups]）ウィンドウが表示され、設定されているすべてのユー
ザ アカウントが表示されます。

ステップ 2

ロールを割り当てるユーザ アカウントまたはグループの横にある [Edit] アイコンをクリックし
ます。
[Modifying User Account]（または [Modifying User Group]）ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3

[Role Management] タブをクリックします。
[Role Management] ウィンドウが表示され、設定されているすべてのロール名が表示されます。

ステップ 4

選択したユーザ アカウントまたはグループに割り当てたいロール名の横に表示される [Assign]
アイコン（青色の十字）をクリックします。

ステップ 5

すでに割り当てられているロールの割り当てを解除するロール名の横にある [Unassign] アイコ
ン（緑色のチェック マーク）をクリックします。

（注）

ステップ 6

タスクバーの [Assign all Roles] アイコンをクリックして、現在のウィンドウ内のすべて
のロールをユーザ アカウントまたはグループに割り当てます。あるいは、[Remove all
Roles] アイコンをクリックして、ユーザ アカウントまたはグループに関連付けられた
すべてのロールの割り当てを解除します。

[Submit] をクリックします。
このユーザ アカウントまたはグループに割り当てられたロールは、[Modifying User Account]
（または [Modifying User Group]）ウィンドウの [Roles] セクションに表示されます。

ロールの修正と削除
（注）

デフォルトで、admin ユーザ アカウントは、すべてのサービスにアクセスでき、変更できません。
ロールを変更または削除するには、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、[Admin] > [AAA] > [Roles] を選択します。
[Roles] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

変更または削除するロールの名前の横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying Role] ウィンドウが表示されます。次のように、ロールを変更できます。
•

このロールを削除するには、タスクバーの [Delete] アイコンをクリックします。

•

このロールを編集するには、フィールドで必要な変更を行い、[Submit] をクリックします。

•

このロール用のサービスを有効にするには、対応するサービスの横にあるチェック ボック
スを選択します。すでに選択されているサービスを無効にするには、無効にするサービス
の横にあるチェックボックスの選択を解除します。あるカテゴリのすべてのサービスを同
時に選択するには、最上位サービスの横にあるチェックボックスを選択します。

ロールの設定の表示
特定のユーザ アカウントまたはグループにロールを割り当てる前に、ロール設定を表示したい
場合があります。
ロール設定を表示するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューで、[Admin] > [AAA] > [Users]（または [Admin] > [AAA] > [User
Groups]）を選択します。
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[User Accounts]（または [User Groups]）ウィンドウが表示され、設定されているすべてのユー
ザ アカウントまたはグループが表示されます。
ステップ 2

表示するユーザ アカウントまたはグループの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying User Account]（または [Modifying User Group]）ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Role Management] タブをクリックします。
[Role Management] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

表示するロールの横にある [View] アイコンをクリックします。
[Viewing Role] ウィンドウが表示され、ロール名、このロールに関するコメント、およびこの
ロール用に有効になっているサービスが表示されます。

ステップ 5

設定の表示が完了したら、[Close] をクリックします。

ドメインの操作
WAAS ドメインは、WAAS ネットワークを構成するデバイス グループまたは WAE の集合で
す。ロールは、ユーザが WAAS ネットワークで管理できるサービスを定義します。これに対
し、ドメインは、ユーザがアクセスおよび設定できるデバイス グループ、WAE、またはファ
イル サーバのダイナミック共有を定義します。

（注）

WAAS ドメインは、DNS ドメインまたは Windows ドメインと同じではありません。
ドメインを作成するとき、ドメインに関連付けられるエンティティ タイプを選択します。エン
ティティ タイプには、デバイス、デバイス グループ、またはなし（サーバ ダイナミック共有
用）があります。ファイル サーバのダイナミック共有の場合、ダイナミック共有はダイナミッ
ク共有設定で割り当てられます。
WAAS は外部 TACACS+ または Windows ドメイン認証サーバで定義されているとおりに、グループ
のメンバーシップに基づいて、ユーザにドメインをダイナミックに割り当てることができます。こ
の機能を使用するには、外部認証サーバで定義されたユーザ グループに一致する WAAS Central
Manager 上のユーザ グループ名を定義し、これらのユーザ グループにドメインを割り当てる必要が
あります。ユーザ グループの詳細については、ユーザ グループの操作を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。
•

新しいドメインの作成

•

エンティティのドメインへの追加

•

ユーザ アカウントへのドメインの割り当て

•

ドメインの修正と削除

•

ドメインの表示

新しいドメインの作成
新しいドメインを作成するには、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、[Admin] > [AAA] > [Domains] を選択します。
[Domains listing] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 2

タスクバーの [Create New Domain] アイコンをクリックします。
[Creating New Domain] ウィンドウが表示されます

ステップ 3

[Name] フィールドに、ドメインの名前を入力します。

ステップ 4

[Entity Type] ドロップダウン リストから、ドメインに割り当てたいエンティティ タイプ（デバ
イス、デバイス グループ、None）を選択します。

（注）

このドメインが、ファイル サーバのダイナミック共有に使用されている場合、[None]
を選択します。

ステップ 5 （任意）[Comments] フィールドに、このドメインに関するコメントを入力します。
ステップ 6

[Submit] をクリックします。
選択したエンティティ タイプがまだドメインに割り当てられていない場合、エンティティ タ
イプが割り当てられていないことを示すメッセージが表示されます。

ステップ 7

エンティティのドメインへの追加 の説明に従い、このドメインにエンティティを割り当てま
す。[Entity Type] に [None] を選択した場合は、ドメインにエンティティを割り当てないでくだ
さい。エンティティはダイナミック共有設定で使用されます。
ダイナミック共有の設定で使用されるドメインでは、ユーザ アカウントへのドメインの割り当
ての説明に従って、ダイナミック共有の設定を編集する必要がある各ユーザに対して、このド
メインを割り当てる必要があります。このドメインに割り当てられたユーザだけが、ダイナ
ミック共有設定を編集できます。

エンティティのドメインへの追加
ドメインを作成したら、ドメインにエンティティを割り当てる必要があります。エンティティ
は、デバイスの集合またはデバイス グループの集合です。ファイル サーバのダイナミック共
有で使用されるドメインには、エンティティを割り当てる必要はありません。この場合のエン
ティティ タイプは [None] です。
ドメインにエンティティを追加するには、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、[Admin] > [AAA] > [Domains] を選択します。

ステップ 2

変更するドメインの横にある [Edit] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[Entity Management] タブをクリックします。
現在のドメインの [Entity_name Assignments for Domain] ウィンドウが表示されます。
リスト内の項目の表示はフィルタできます。フィルタリングにより、リストで、設定した条件
に一致する項目を見つけることができます。
次のように、ドメインにエンティティを追加し、ドメインからエンティティを削除できます。
•

エンティティを現在のドメインに追加するには、追加したいエンティティの隣りにある
[Assign] アイコン（青い十字マーク）をクリックします。設定を確定すると、選択したエ
ンティティの隣りに緑のチェック マークが表示されます。
あるいは、選択したドメインにすべてのエンティティを追加するには、タスクバーの
[Assign all] アイコンをクリックします。
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•

現在のドメインからエンティティを削除するには、ドメインから削除するエンティティの
名前の横にある [Unassign] アイコン（緑色のチェック マーク）をクリックします。設定を
確定すると、割り当てを解除したエンティティの横に青色の十字マークが表示されます。
あるいは、ドメインからすべてのエンティティを削除するには、タスクバーの [Remove all]
アイコンをクリックします。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
ドメインに割り当てたエンティティの横に緑色のチェック マークが表示されます。

ステップ 5

ユーザ アカウントへのドメインの割り当て の説明に従い、アカウントにドメインを割り当て
ます。

ユーザ アカウントへのドメインの割り当て
ドメインをアカウントまたはユーザ グループに割り当てると、アカウントまたはユーザ グ
ループがアクセスできるエンティティ（デバイスまたはデバイス グループ）、またはファイル
サーバ ダイナミック共有を指定することになります。
ダイナミック ファイル共有に使用されるタイプ None のドメインを扱う場合、ダイナミック共
有の設定を編集する必要があるすべてのユーザに対してユーザ アカウントが必要です。
TACACS+ または Windows ドメイン サーバでユーザの外部認証を使用している場合は、ユーザ
グループを使用して、ユーザに WAAS ドメインをより簡単に割り当てることができます。詳細
については、ユーザ グループの操作を参照してください。

（注）

アカウントまたはグループに割り当てたロールで、[All Devices]、または [All Device Groups] の
サービスが有効になっている場合は、ドメインをアカウントまたはグループに割り当てる必要
がありません。アカウントまたはグループは、自動的に WAAS システム内のすべてのデバイ
ス、デバイス グループ、またはその両方にアクセスできます。詳細については、表 8-4を参照
してください。
ユーザ アカウントまたはグループにドメインを割り当てるには、次の手順に従ってください。

ステップ 1

WAAS Central Manager メニューで、[Admin] > [AAA] > [Users]（または [Admin] > [AAA] > [User
Groups]）を選択します。
[User Accounts]（または [User Groups]）ウィンドウが表示され、設定されているすべてのユー
ザ アカウントまたはグループが表示されます。

ステップ 2

ドメインを割り当てるユーザ アカウントまたはグループの横にある [Edit] アイコンをクリック
します。
[Modifying User Account]（または [Modifying User Group]）ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Domain Management] タブをクリックします。
[Domain Management] ウィンドウが表示され、設定されたすべてのドメインおよびそのエン
ティティ タイプが表示されます。

ステップ 4

選択したユーザ アカウントまたはグループに割り当てたいドメイン名の横に表示される
[Assign] アイコン（青色の十字マーク）をクリックします。
ユーザ アカウントまたはグループからドメインの割り当てを解除するには、ドメイン名の横に
ある [Unassign]（緑色のチェック マーク）をクリックします。
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（注）

ステップ 5

現在のウィンドウ内のすべてのドメインをユーザ アカウントまたはグループに割り当
てるには、タスクバーの [Assign all Domains] アイコンをクリックします。あるいは、
ユーザ アカウントまたはグループに関連付けられたすべてのドメインの割り当てを解
除するには、[Remove all Domains] アイコンをクリックします。

[Submit] をクリックします。
このユーザ アカウントまたはグループに割り当てられたドメインは、[Modifying User Account]
（または [Modifying User Group]）ウィンドウの [Domains] セクションに表示されます。

ドメインの修正と削除
既存のドメインを変更または削除するには、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、[Admin] > [AAA] > [Domains] を選択します。
[Domains] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

変更するドメインの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying Domain] ウィンドウが表示されます。次のように、ドメインを変更できます。
•

ドメインを削除するには、タスクバーの [Delete] アイコンをクリックし、[OK] をクリック
して削除を確認します。

•

ドメインを変更するには、フィールドで必要な変更を行い、[Submit] をクリックします。

ドメインの表示
特定のユーザ アカウントまたはグループのドメイン設定を表示するには、次の手順に従ってく
ださい。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューで、[Admin] > [AAA] > [Users]（または [Admin] > [AAA] > [User
Groups]）を選択します。
[User Accounts]（または [User Groups]）ウィンドウが表示され、設定されているすべてのユー
ザ アカウントまたはグループが表示されます。

ステップ 2

ドメイン設定を表示するユーザ アカウントまたはグループの横にある [Edit] アイコンをクリッ
クします。
[Modifying User Account]（または [Modifying User Group]）ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Domain Management] タブをクリックします。
[Domain Management] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

ドメイン名の横にある [View] アイコン（虫眼鏡）をクリックして、ドメインに関する詳細を表
示します。
[Viewing Domain] ウィンドウが表示され、ドメイン名、エンティティ タイプ、このドメインに
関するコメント、およびこのドメインに割り当てられたエンティティが表示されます。

ステップ 5

設定の表示が完了したら、[Close] をクリックします。
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ユーザ グループの操作
TACACS+ または Windows ドメイン サーバ（RADIUS サーバではなく）でユーザの外部認証を
使用している場合は、ユーザ グループを作成する必要があります。外部認証サーバで定義され
たユーザ グループと一致するユーザ グループ名を作成することにより、WAAS は外部認証
サーバで定義されているとおりに、グループのメンバーシップに基づいて、ユーザにロールお
よび WAAS ドメインをダイナミックに割り当てることができます。ロールまたは WAAS ドメ
インを各ユーザ別に定義する必要はなく、ユーザ グループにロールまたは WAAS ドメインを
定義すると、ユーザが属するグループに定義されたロールおよび WAAS ドメインがユーザに割
り当てられます。

（注）

外部ユーザ グループに基づいてロールおよび WAAS ドメインをダイナミックに割り当てるに
は、シェルのカスタム属性をサポートする TACACS+ サーバが必要です。たとえば、これらの
属性は Cisco ACS（Access Control Server）4.x および 5.1 以降でサポートされています。
WAAS は、外部認証サーバから各ユーザのグループ メンバーシップ情報を読み取ります。
ここでは、次の内容について説明します。
•

新しいユーザ グループの作成

•

ユーザ グループへのロールの割り当て

•

ユーザ グループへのドメインの割り当て

•

ユーザ グループの変更と削除

•

ユーザ グループの表示

新しいユーザ グループの作成
新しいユーザ グループを作成するには、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、[Admin] > [AAA] > [User Groups] を選択します。
[User Groups] リスト ウィンドウが表示されます

ステップ 2

タスクバーの [Create New User Groups] アイコンをクリックします。
[Creating New User Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Name] フィールドに、ユーザ グループの名前を入力します。
この名前が、使用している外部認証サーバで定義されたユーザ グループの名前に一致している
ことを確認します。
名前の一致は、大文字と小文字を区別します。ユーザ グループ名に # + " < > ,（カンマ）を含め
ることはできません。ユーザ グループ名を数字、ピリオド（.）、またはスペースだけで構成す
ることはできません。ピリオド、アスタリスク（*）、またはスペースが先頭にある場合は削除
されます。

ステップ 4 （任意）[Comments] フィールドに、このユーザ グループに関するコメントを入力します。
ステップ 5

[Submit] をクリックします。

ステップ 6

ユーザ グループへのロールの割り当て および ユーザ グループへのドメインの割り当て の説明
に従って、このユーザ グループにロールまたは WAAS ドメインを割り当てます。
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ユーザ グループへのロールの割り当て
作成されたユーザ グループには、ロールを割り当てる必要があります。ユーザ グループを作
成しても、グループにロールを割り当てない場合、このグループは、WAAS Central Manager
GUI にログインできますが、データは表示されず、設定ページを使用できません。
1 つまたは複数のロールをユーザ グループに割り当てるには、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、[Admin] > [AAA] > [User Groups] を選択します。
[User Groups] ウィンドウが表示され、設定されているすべてのユーザ グループが表示されます。

ステップ 2

ロールを割り当てたいユーザ グループの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying User Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Role Management] タブをクリックします。
[Role Management for User Group] ウィンドウが表示され、設定されているすべてのロール名が
表示されます。

ステップ 4

選択したユーザ グループに割り当てるロール名の横に表示される [Assign] アイコン（青色の十
字マーク）をクリックします。

ステップ 5

すでに割り当てられているユーザ グループのロールの割り当てを解除するロール名の横にある
[Unassign]（緑色のチェック マーク）をクリックします。
（注）

ステップ 6

タスクバーの [Assign all Roles] アイコンをクリックして、現在のウィンドウ内のすべての
ロールをユーザ グループに割り当てます。あるいは、[Remove all Roles] アイコンをク
リックして、ユーザ グループに関連付けられたすべてのロールの割り当てを解除します。

[Submit] をクリックします。
このユーザ グループに割り当てられたロールは、[Modifying User Group] ウィンドウの [Roles]
セクションに表示されます。

ユーザ グループへのドメインの割り当て
ユーザ グループに WAAS ドメインを割り当てると、ユーザ グループのメンバーであるユーザ
が管理できるエンティティ（デバイスまたはデバイス グループ）を指定することになります。

（注）

ユーザ グループに割り当てたロールで、[All Devices]、または [All Device Groups] のサービスが
有効になっている場合は、ドメインをユーザ グループに割り当てる必要がありません。このグ
ループのユーザは、自動的に WAAS システム内のすべてのデバイス、デバイス グループ、ま
たはその両方にアクセスできます。詳細については、表 8-4を参照してください。
ユーザ グループにドメインを割り当てるには、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、[Admin] > [AAA] > [User Groups] を選択します。
[User Groups] ウィンドウが表示され、設定されているすべてのユーザ グループが表示されます。

ステップ 2

ドメインを割り当てるユーザ グループの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying User Group] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3

[Domain Management] タブを選択します。
[Domain Management for User Group] ウィンドウが表示され、設定されたすべてのドメインおよ
びそのエンティティ タイプが表示されます。

ステップ 4

選択したユーザ グループに割り当てるドメイン名の横に表示される [Assign] アイコン（青色の
十字マーク）をクリックします。
ユーザ グループからドメインの割り当てを解除するには、ドメイン名の横にある [Unassign]
（緑色のチェック マーク）をクリックします。

（注）

ステップ 5

現在のウィンドウ内のすべてのドメインをユーザ グループに割り当てるには、タスク
バーの [Assign all Domains] アイコンをクリックします。あるいは、ユーザ グループに
関連付けられたすべてのドメインの割り当てを解除するには、[Remove all Domains] ア
イコンをクリックします。

[Submit] をクリックします。
ユーザ グループに割り当てられたドメインは、[Modifying User Group] ウィンドウの [Domains]
セクションに表示されます。

ユーザ グループの変更と削除
既存のユーザ グループを変更するには、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、[Admin] > [AAA] > [User Groups] を選択します。
[User Groups] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

変更するユーザ グループの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying User Group] ウィンドウが表示されます。次のように、ユーザ グループを削除また
は編集できます。

（注）

このウィンドウには、管理者レベルの特権を持つユーザだけがアクセスできます。

•

ユーザ グループを削除するには、タスクバーの [Delete] アイコンをクリックし、[OK] をク
リックして削除を確認します。

•

ユーザ グループを編集するには、名前とコメント情報に必要な変更を行い、[Submit] をク
リックします。

•

ユーザ グループに割り当てられた [Roles] を変更するには、[Role Management] タブをク
リックして、ロールに必要な変更を行い、[Submit] をクリックします。

•

ユーザ グループに割り当てられた [Domains] を変更するには、[Domain Management] タブ
をクリックして、ドメインに必要な変更を行い、[Submit] をクリックします。
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ユーザ グループの表示
すべてのユーザ グループを表示するには、WAAS Central Manager GUI から [Admin] > [AAA] >
[User Groups] を選択します。[User Groups] ウィンドウに、管理データベース内のすべてのユー
ザ アカウントが表示されます。新しいユーザ グループの作成の説明に従って、このウィンド
ウからグループを作成することもできます。
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CHAPTER

9

Cisco WAAS デバイス用の IP アクセス コン
トロール リストの作成および管理
この章では、Cisco Wide Area Application Services（Cisco WAAS）の Central Manager GUI を使用
して、Cisco WAAS デバイス用の IP アクセス コントロール リスト（ACL）を一元的に作成し、
管理する方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

WAAS デバイス用の IP ACL の概要

•

WAAS デバイス用の IP ACL の作成と管理

•

拡張 IP ACL 条件のリスト

（注）

IP ACL 設定の表示、編集、または作成を行うには、admin 特権を持つアカウントを使用して
WAAS Central Manager GUI にログインする必要があります。

（注）

この章では、ネットワークに存在する Cisco WAAS Central Manager と Cisco Wide Area
Application Engine（Cisco WAE）を総称する用語として「Cisco WAAS デバイス」を使用しま
す。WAE という用語は、WAE アプライアンス、、WAE ネットワーク モジュール（Cisco WAAS
NME-WAE ファミリのデバイス）、および WAAS を実行している Cisco SRE サービス モジュー
ル（SM）を指します。

WAAS デバイス用の IP ACL の概要
集中管理される WAAS ネットワーク環境では、管理者がさまざまなデバイスやサービスへの不
正アクセスを防止できる必要があります。IP ACL は、WAAS デバイス宛ての IP パケットを許
可または拒否できるようにすることで、パケットをフィルタリングできます。
WAAS ソフトウェアは、WAAS デバイスへのアクセスを制限できる標準および拡張 ACL をサ
ポートしています。WAAS ソフトウェアは、次の種類の ACL を使用できます。
•

インターフェイス ACL：組み込みインターフェイス、ポート チャネル インターフェイス、
スタンバイ インターフェイス、インライン グループ インターフェイスに対して適用しま
す。この種類の ACL は、管理トラフィック（Telnet、SSH、および Central Manager GUI）
の制御を目的としています。ACL ルールは、WAE 宛てのトラフィックまたは WAE から送
信されたトラフィックにのみ適用され、Web Cache Communication Protocol（WCCP）中継
トラフィックには適用されません。インターフェイス ACL を適用するには、ip
access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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•

代行受信 ACL：WAAS デバイスにグローバルに適用されます。この種類の ACL は代行受
信するトラフィックを定義します。この ACL で許可されるトラフィックは代行受信され、
この ACL で拒否されるトラフィックは WAE を通過します。代行受信 ACL を適用するに
は、interception access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。代
行受信 ACL の使用の詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」の代行受信
アクセス コントロール リストの設定を参照してください。

•

WCCP ACL：着信 WCCP リダイレクト トラフィックに適用し、外部サーバと外部クライア
ント間のアクセスを制御します。WAE はファイアウォールのように機能します。WCCP
ACL を適用するには、wccp access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

•

SNMP ACL：SNMP エージェントに適用され、SNMP MIB または SNMP 統計をポーリング
する外部 SNMP サーバによる SNMP エージェントへのアクセスを制御します。SNMP ACL
を適用するには、snmp-server access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

•

トランザクション ログ フロー ACL：トランザクション ロギング機能に適用し、トランザク
ションのログを制限します。トランザクション ログ ACL を適用するには、transaction-logs
flow access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例は、WAAS デバイスが存在する環境で、インターフェイス ACL を使用する方法を示し
ています。
•

WAAS デバイスは、顧客の施設に常駐し、サービス プロバイダーによって管理され、サー
ビス プロバイダーはその管理のためだけにデバイスの安全性を確保する必要があります。

•

WAAS デバイスは、企業内の任意の場所に配置されます。ルータおよびスイッチと同様に、
管理者は、Telnet、SSH、および WAAS Central Manager GUI から IT ソース サブネットへの
アクセスを制限する必要があります。

ACL を使用するには、最初に ACL を設定し、次に WAAS デバイス上の特定のサービスやイン
ターフェイスに ACL を適用する必要があります。次に、さまざまな企業展開にインターフェ
イス ACL を使用する方法の例を示します。

（注）

•

外部インターフェイスを要塞化したアプリケーション層プロキシ ファイアウォールには、
公開されるポートがありません。（「要塞化」とは、主にセキュリティ上の理由で、どの
ポートをアクセスに使用できるかをインターフェイスが厳しく制限している状態を意味し
ます。インターフェイスは外部にあるため、さまざまなタイプの攻撃を受けることが考え
られます。）WAAS デバイスの外部アドレスはインターネットからグローバルにアクセス可
能です。一方、内部アドレスはプライベートです。内部インターフェイスには、Telnet、
SSH、および GUI アクセスを制限する ACL があります。

•

WCCP を使用している WAE は、インターネット ルータから独立したサブネットに配置さ
れます。WAE とルータの両方が IP ACL を持っている必要があります。ルータ上の IP アク
セス リストは、最高の優先順位を持ち、WAE に定義された IP ACL より優先します。

WAAS CLI ではなく、WAAS Central Manager GUI を使用して、ACL を集中設定し、WAAS デバ
イスに適用することを強く推奨します。詳細については、WAAS デバイス用の IP ACL の作成
と管理を参照してください。

WAAS デバイス用の IP ACL の作成と管理
この項では、WAAS Central Manager GUI を使用して、WAAS デバイス用の IP ACL を作成し、
管理するためのガイドラインと例を提供します。
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IP ACL を作成するときは、次の重要事項に注意する必要があります。
•

IP ACL 名はデバイス内で一意である必要があります。

•

IP ACL 名は、空白や特殊文字を含まない 30 文字以下にする必要があります。

•

1 台の WAAS Central Manager デバイスで、最大 50 個の IP ACL とデバイス当たり合計 500
個の条件を管理できます。

•

IP ACL 名が数値の場合、1 ～ 99 は標準の IP ACL を表し、100 ～ 199 は拡張 IP ACL を表し
ます。数字で始まる IP ACL 名には、数字以外の文字を使用できません。

•

WAAS Central Manager GUI を使用すると、標準の IP ACL を SNMP と WCCP に関連付ける
ことができます。ACL に関連付けられたこれらのアプリケーションのいずれかにアクセス
しようとするデバイスはすべて、アクセスを許可される信頼されたデバイスのリストに含
まれている必要があります。

•

以前に設定された標準 IP ACL を SNMP および WCCP に関連付けることができます。ただ
し、拡張 IP ACL は WCCP アプリケーションにのみ関連付けることができます。

•

すべての条件とネットワーク インターフェイスやアプリケーションとの関連付けを含む IP
ACL を削除できます。あるいは、IP ACL 条件だけ削除できます。すべての条件を削除する
と、必要に応じ、IP ACL の種類を変更できます。IP ACL エントリは、IP ACL リストに引
き続き表示されます。ただし、これは事実上、存在しません。

•

WAAS によって使用される任意の種類の ACL に対して空の ACL を指定すると、すべての
トラフィックが許可されます。

WAAS Central Manager GUI を使用して、1 台の WAE 用の IP ACL を作成し、変更する方法と、
IP ACL をアプリケーションに関連付け、WAE 上のインターフェイスに適用するには、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] > [Network] > [TCP/IP Settings] > [IP ACL] を選択します。
[IP ACL] ウィンドウが表示されます。デフォルトでは、WAE 用の IP ACL は、定義されていませ
ん。[IP ACL] ウィンドウで、現在、WAE 用の IP ACL が設定されていないかどうかを確認します。

ステップ 3

表見出し行で [Add IP ACL] をクリックします。
[IP ACL] ウィンドウが表示されます。次のようにフィールドに入力します。
•

[Name] フィールドに、管理者の名前（例：test1）を入力します。IP ACL 名は、デバイス内
で一意であり、30 文字以内でなければならず、余白や特殊文字を使用できません。
デフォルトで、この新しい IP ACL は、標準 ACL として作成されます。

•

このデフォルト設定を変更して、この新しい ACL を拡張 ACL として作成する場合は、
[ACL Type] ドロップダウン リストから [Extended] を選択します。

ステップ 4

[OK] をクリックして、test1 という名前の IP ACL を保存します。条件が何も定義されていない
IP ACL は、個々のデバイスに表示されません。

ステップ 5

作成した test1 という名前の標準 IP ACL に条件を追加します。
a.

[Add IP ACL Condition] をクリックします。
[IP ACL Condition] ウィンドウが表示されます（図 9-1）。
（注）

IP ACL の条件を作成するために使用できるフィールドの数は、作成した IP ACL の
種類（標準または拡張）によって異なります。
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図 9-1

b.

[Extended IP ACL] ウィンドウでの新しい状態の作成

次のようにして、作成する IP ACL のタイプに使用できるプロパティの値を入力します。
– 標準 IP ACL 用の条件を設定するには、ステップ 6 へ進みます。
– 拡張 IP ACL 用の条件を設定するには、ステップ 7 を参照してください。

ステップ 6

標準 IP ACL 用の条件を設定します。
a.

[Purpose] ドロップダウン リストから、目的（[Permit] または [Deny]）を選択します。

b.

[Source IP] フィールドにソース IP アドレスを入力します。

c.

[Source IP Wildcard] フィールドに、ソース IP ワイルドカード アドレスを入力します。

d.

[OK] をクリックして、条件を保存します。
新しく作成された IP ACL とその設定されたパラメータの IP ACL 条件が表 9-1 に表示され
ています。

e.

IP ACL に別の条件を追加するには、それを選択して、[Add IP ACL Condition] をクリックし
ます。

f.

条件の詳細を入力し、[OK] をクリックして、追加の条件を保存します。

g.

新しく作成された IP ACL を特定の位置に表示するには、位置を選択して、[Insert] をク
リックします。IP ACL 条件が、指定された位置に配置されます。

h.

条件のリストの順序を変更するには、上矢印と下矢印を使用して、条件（または連続する
複数の条件）を選択します。さらに、[Save Moved Rows] をクリックして変更をコミットし
ます。
あるいは、1 つ以上の連続する条件を選択して、[Move to] をクリックし、IP ACL 条件を配
置する位置の行番号を指定できます。これは、多くの条件が表にリストされている場合に
特に役立ちます。すべてのエントリと条件がリストされる順序を入力したら、[Save Moved
Rows] をクリックして変更をコミットします。
（注）

WAAS Central Manager GUI に表示される条件の順序は、IP ACL がデバイスに適用さ
れる順序になります。
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（注）

設定されたパラメータを基準にしてソートするには、列見出しをクリックします。

表 9-1 で、標準 IP ACL のフィールドについて説明します。

ステップ 7

表 9-1

標準 IP ACL の条件

フィールド
目的

デフォルト値
Permit

Source IP

0.0.0.0

Source IP
Wildcard

255.255.255.255

説明
パケットを許可する（[Permit]）か拒否する（[Deny]）かを
指定します。
10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビット量として
指定したパケットの送信元ネットワークまたはホストの番号。
10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビット量とし
て指定した送信元に適用するワイルドカード ビット。無視
するビット位置には 1、意味のあるビット位置には 0 を入れ
ます。

拡張 IP ACL 用の条件を設定します。
a.

[Purpose] ドロップダウン リストから、目的（[Permit] または [Deny]）を選択します。

b.

[Extended Type] ドロップダウン リストから、値（[Generic]、[TCP]、[UDP]、または
[ICMP]）を選択します。 （表 9-2 を参照）。

表 9-2

拡張 IP ACL の条件

フィールド
目的

デフォルト値
Permit

Extended
Type

Generic

説明
パケットを許可するか拒否するかを指定します。[Permit] ま
たは [Deny] を選択します。
条件に適用するインターネット プロトコルを指定します。
選択すると、[GUI] ウィンドウが更新され、該当するフィー
ルド オプションが有効になります。オプションは、
[generic]、[TCP]、[UDP]、または [ICMP] です。

拡張 IP ACL の種類を選択すると、選択した種類によって GUI でさまざまなオプションが
使用できるようになります。
c.

選択したタイプが有効になっているフィールドに、データを入力します。（詳細について
は、表 9-4 ～表 9-7 を参照してください）。

d.

[OK] をクリックして、条件を保存します。
新しく作成された IP ACL とその設定されたパラメータの IP ACL 条件が表 9-1 に表示され
ています。

e.

IP ACL に別の条件を追加するには、それを選択して、[Add IP ACL Condition] をクリックし
ます。

f.

条件の詳細をウィンドウに入力し、[OK] をクリックして、追加の条件を保存します。

g.

新しく作成された IP ACL を特定の位置に表示するには、位置を選択して、[Insert] をク
リックします。IP ACL 条件が、指定された位置に配置されます。
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h.

ステップ 8

（注）

WAAS Central Manager GUI に表示される条件の順序は、IP ACL がデバイスに適用さ
れる順序になります。

（注）

設定されたパラメータを基準にしてソートするには、列見出しをクリックします。

IP ACL から個々の条件を変更または削除します。
a.
b.

ステップ 9

条件のリストの順序を変更するには、上矢印と下矢印を使用して、条件（または連続する
複数の条件）を選択します。[Save Moved Rows] をクリックして、変更をコミットします。
あるいは、1 つ以上の連続する条件を選択して、[Move to] をクリックし、IP ACL 条件を配
置する位置の行番号を指定できます。これは、多くの条件が表にリストされている場合に
特に役立ちます。すべてのエントリと条件がリストされる順序を入力したら、[Save Moved
Rows] をクリックして変更をコミットします。

条件を変更する IP ACL の名前を選択します。
IP ACL に現在適用されているすべての条件のリストが、IP ACL の条件に表示されます
（表 9-1）。条件を選択して、[Edit] をクリックします。

c.

条件を変更するには、[IP ACL Condition] ウィンドウの対応するフィールドを必要に応じて
変更し、[OK] をクリックして、変更を保存します。

d.

条件を削除するには、条件を選択し、表見出しの [Delete] をクリックします。

e.

条件のリストの順序を変更するには、上矢印と下矢印を使用するか、手順 6f と 7f で説明さ
れている [Move to] 列を使用します。

標準 IP ACL を SNMP または WCCP に関連付けます。
a.

標準 IP ACL を SNMP または WCCP に関連付けるデバイスの名前の横にある [Edit] アイコ
ンをクリックします。

b.

[Configure] > [Network] > [TCP/IP Settings] > [IP ACL Feature Usage] を選択します。
[IP ACL Feature Settings] ウィンドウが表示されます。

c.

SNMP または WCCP ドロップダウン リストから、SNMP または WCCP の IP ACL の名前を
選択します。（詳細については、表 9-3を参照してください）。IP ACL をアプリケーション
の 1 つに関連付けない場合は、[Do Not Set] を選択します。

表 9-3

IP ACL Feature Settings（IP ACL 機能設定）

Cisco WAAS
Central Manager
GUI のパラメー
タ
SNMP
WCCP

d.

機能
標準 IP ACL を SNMP に関連付けます。このオプションは、すべての
WAAS デバイスにサポートされています。
任意の IP ACL を WCCP バージョン 2 に関連付けます。このオプション
は、WCCP 代行受信モードで動作中の WAAS デバイスだけでサポートさ
れ、WAAS Central Manager デバイスではサポートされません。

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
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ステップ 10 IP ACL をインターフェイスに適用します。
a.

IP ACL を WAE 上のインターフェイスに適用するデバイスの名前の横にある [Edit] アイコ
ンをクリックします。

b.

[Configure] > [Network] > [Network Interfaces] を選択します。
デバイス用の [Network Interfaces] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、その
デバイスで使用可能なすべてのインターフェイスが表示されます。

c.

IP ACL を適用するインターフェイスの名前の横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Network Interface settings] ウィンドウが表示されます。

d.

ウィンドウの下部にある [Inbound ACL] ドロップダウン リストから、IP ACL の名前を選択
します。

e.

[Outbound ACL] ドロップダウン リストから、ACL の名前を選択します。
WAAS Central Manager GUI から変更できるネットワーク インターフェイス プロパティはイ
ンバウンド IP ACL とアウトバウンド IP ACL だけです。他のすべてのプロパティの値はデ
バイス データベースから入力され、WAAS Central Manager GUI では読み取り専用です。

ステップ 11 [Submit] をクリックして、設定を保存します。
ステップ 12 代行受信されるトラフィックの定義に IP ACL を使用する方法については、第 5 章「トラフィッ

ク代行受信の設定」の代行受信アクセス コントロール リストの設定を参照してください。
ステップ 13 （任意）IP ACL を削除します。
a.

削除する IP ACL を持つデバイスの名前の横にある [Edit] アイコンをクリックします。

b.

[Configure] > [Network] > [TCP/IP Settings] > [IP ACL] を選択します。
IP ACL 用の条件を作成した場合は、2 つの削除オプションがあります。
– [Delete ACL]：すべての条件とネットワーク インターフェイスやアプリケーションとの
関連付けを含む IP ACL を削除します。
– [Delete All Conditions]：すべての条件を削除しますが、IP ACL 名は保持されます。

c.

IP ACL とその条件全体を削除するには、対応する IP ACL を選択して、[Delete] をクリック
します。処理を確認するプロンプトが表示されます。[OK] をクリックします。記録が削除
されます。

d.

条件のみを削除するには、条件または複数の条件（連続する条件または連続しない条件）
を選択して、[Delete] をクリックします。処理を確認するプロンプトが表示されたら、
[OK] をクリックします。条件が削除されます。

CLI から IP ACL を定義するには、ip access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用でき、WAAS デバイス上のインターフェイスに IP ACL を適用するには、ipaccess-group イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用できます。SNMP 用の IP ACL の使用
を設定するには、snmp-server access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
できます。WAE が受信する着信 WCCP リダイレクト トラフィックに適用する IP ACL を指定す
るには、wccp access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。代理
受信 ACL を設定するには、interception access-list グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用できます。
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拡張 IP ACL 条件のリスト
拡張 IP ACL 用の条件を定義するときは、（WAAS デバイス用の IP ACL の作成と管理のステッ
プ 7 の説明に従って）条件に適用するインターネット プロトコルを指定できます。
拡張 IP ACL 条件のリストは、次のとおりです。
•

Generic（表 9-4）

•

TCP（表 9-5）

•

UDP（表 9-6）

•

ICMP（表 9-7）

表 9-4

拡張 IP ACL の Generic 条件

フィールド

デフォルト値

説明

目的

Permit

Extended Type

Generic

任意の IP をマッチングさせます。

プロトコル

ip

IP（gre、icmp、ip、tcp、または udp）。任意の IP を
マッチングさせるには、キーワード ip を使用します。

Source IP1

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信元ネットワーク
またはホストの番号

パケットを許可する（[Permit]）か拒否する
（[Deny]）かを指定します。

Source IP Wildcard1 255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

宛先 IP

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信先ネットワーク
またはホストの番号

Destination IP
Wildcard

255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

表 9-5

拡張 IP ACL の TCP 条件

フィールド

デフォルト値

説明

目的

Permit

Extended Type

TCP

TCP IP とマッチングさせます。

Established

オフ（false）

選択すると、TCP データグラムに確認応答（ACK）
または RST ビットが設定され、確立した接続を示
す場合、ACL 条件との照合が行われます。接続を
形成するために使用される初期の TCP データグラ
ムは照合されません。

パケットを許可する（[Permit]）か拒否する
（[Deny]）かを指定します。
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表 9-5

拡張 IP ACL の TCP 条件 （続き）

フィールド

デフォルト値

説明

Source IP

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信元ネットワーク
またはホストの番号。

Source IP Wildcard

255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

Source Port 1

0

TCP ポートの 10 進番号または名前。有効なポート
番号は 0 ～ 65535 です。有効な TCP ポート名は、
ftp、ftp-data、https、mms、netbios-dgm、
netbios-ns、netbios-ss、nfs、rtsp、ssh、telnet、お
よび www です。

Source Operator

range

送信元ポートと着信パケットを比較する方法を指定
します。[<]、[>]、[==]、[!=]、または [range] の中
から選択します。

Source Port 2

65535

宛先 IP

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信先ネットワーク
またはホストの番号

Destination IP
Wildcard

255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

Destination Port 1

0

TCP ポートの 10 進番号または名前。有効なポート
番号は、0 ～ 65535 です。有効な TCP ポート名は、
ftp、ftp-data、https、mms、netbios-dgm、
netbios-ns、netbios-ss、nfs、rtsp、ssh、telnet、お
よび www です。

TCP ポートの 10 進番号または名前。この表の
「Source Port 1」を参照してください。

送信先ポートと着信パケットを比較する方法を指定
します。[<]、[>]、[==]、[!=]、または [range] の中
から選択します。

Destination Operator range

Destination Port 2

表 9-6

TCP ポートの 10 進番号または名前。この表の
「Destination Port 1」を参照してください。

65535

拡張 IP ACL の UDP 条件

フィールド

デフォルト値

説明

目的

Permit

Extended Type

UDP

UDP IP とマッチングさせます。

Established

—

UDP には使用できません。

パケットを許可する（[Permit]）か拒否する
（[Deny]）かを指定します。
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表 9-6

拡張 IP ACL の UDP 条件 （続き）

フィールド

デフォルト値

説明

Source IP

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信元ネットワーク
またはホストの番号。

Source IP Wildcard

255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

Source Port 1

0

UDP ポートの 10 進番号または名前。有効なポート
番号は、0 ～ 65535 です。有効な UDP ポート名は、
bootpc、bootps、domain、mms、netbios-dgm、
netbios-ns、netbios-ss、nfs、ntp、snmp、
snmptrap、tacacs、tftp、および wccp です。

Source Operator

range

送信元ポートと着信パケットを比較する方法を指定
します。[<]、[>]、[==]、[!=]、または [range] の中
から選択します。

Source Port 2

65535

宛先 IP

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信先ネットワーク
またはホストの番号。

Destination IP
Wildcard

255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

Destination Port 1

0

UDP ポートの 10 進番号または名前。有効なポート
番号は、0 ～ 65535 です。有効な UDP ポート名は、
bootpc、bootps、domain、mms、netbios-dgm、
netbios-ns、netbios-ss、nfs、ntp、snmp、
snmptrap、tacacs、tftp、および wccp です。

Destination Operator range

Destination Port 2

表 9-7

65535

UDP ポートの 10 進番号または名前。この表の
「Source Port 1」を参照してください。

送信先ポートと着信パケットを比較する方法を指定
します。[<]、[>]、[==]、[!=]、または [range] の中
から選択します。
UDP ポートの 10 進番号または名前。この表の
「Destination Port 1」を参照してください。

拡張 IP ACL の ICMP 条件

フィールド

デフォルト値

説明

目的

Permit

Extended Type

ICMP

ICMP IP とマッチングさせます。

Source IP

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信元ネットワーク
またはホストの番号。

パケットを許可する（[Permit]）か拒否する
（[Deny]）かを指定します。
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表 9-7

拡張 IP ACL の ICMP 条件 （続き）

フィールド

デフォルト値

説明

Source IP Wildcard

255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

宛先 IP

0.0.0.0

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定したパケットの送信先ネットワーク
またはホストの番号。

Destination IP
Wildcard

255.255.255.255

10 進表記の 4 つの部分をドットで区切った 32 ビッ
ト量として指定した送信元に適用するワイルドカー
ド ビット。無視するビット位置には 1、意味のある
ビット位置には 0 を入れます。

ICMP Param Type

なし

ICMP パラメータの選択項目は、[None]、
[Type/Code]、または [Msg] です。
•

[None]：[ICMP Type]、[Code]、および
[Message] フィールドを無効にします。

•

[Type/Code]：ICMP メッセージの種類とコード
で ICMP メッセージを選別できます。また、
ICMP メッセージ コード番号を設定する機能を
有効にできます。

•

[Msg]：キーワードを使用して、種類とコードの
組み合わせを指定できます。[ICMP message] ド
ロップダウン リストをアクティブにします。
[ICMP Type] フィールドを無効にします。

ICMP Message

administrativelyprohibited

ドロップダウン リストから選択したキーワードを使
用して、ICMP の種類とコードの組み合わせを指定
できます。

ICMP Type

0

0 ～ 255 までの数。このフィールドは、[Type/Code]
を選択すると有効になります。

Use ICMP Code

オフ

選択すると、[ICMP Code] フィールドが有効になり
ます。

ICMP Code

0

0 ～ 255 までの数。特定の種類の ICMP メッセージ
を ICMP メッセージ コードでさらに選別できるメッ
セージ コード オプション
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10

その他のシステム設定の構成
この章では、Wide Area Application Service（WAAS）デバイスの基本設定を実行したあと、システ
ム クロックの設定、デフォルトのシステム設定の変更、アラーム過負荷検出の有効化などのその
他のシステム タスクを実行する方法について説明します。この章では、AppNav-XE および
WAAS Express を実行する Cisco IOS ルータを登録および管理する方法についても説明します。
（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と Wide Area Application Engine
（WAE）を総称する用語として「WAAS デバイス」を使用します。WAE という用語は、WAE
および WAVE アプライアンス、WAAS を実行する SM-SRE モジュール、および vWAAS インス
タンスを示します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

デバイス プロパティの変更

•

ソフトウェア ライセンスの管理

•

FTP サービスの有効化

•

日時設定の構成

•

セキュア ストア設定の構成

•

デフォルトのシステム設定プロパティの変更

•

Web アプリケーション フィルタの設定

•

オフライン WAAS デバイスの高速検出の設定

•

アラーム過負荷検出の設定

•

E メール通知サーバの設定

•

IPMI over LAN の使用

•

Cisco IOS ルータ デバイスの管理

•

ISR-WAAS のホスト名の設定

デバイス プロパティの変更
WAAS Central Manager GUI を使用すると、次のように WAE デバイスのプロパティを変更でき
ます。
•

デバイス名を変更する

•

デバイスに新しい位置を割り当てる
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•

デバイスに管理トラフィックで使用される IP アドレスを割り当てる

•

デバイスをアクティブまたは非アクティブにする

また、WAAS Central Manager GUI を使用して、デバイスのステータスがオンライン、保留状
態、または非アクティブのいずれであるかを決定できます。
GUI では WAAS Central Manager デバイスの名前の変更しか実行できません。
デバイスのプロパティを変更するには、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

[device-name] > [Activation] を選択します。
選択したデバイスのプロパティを編集するためのフィールドがある [Device Activation] ウィン
ドウが表示されます。
WAAS Central Manager デバイスの場合、このウィンドウで変更できるフィールドは、デバイス
の名前と NetBIOS 名だけです。さらに、デバイスの IP アドレスと役割が表示されます。

ステップ 3

[General Configuration] 見出しの下で、次のデバイス プロパティを設定または変更します。
•

デバイスのホスト名を変更するには、[Name] フィールドに新しい名前を入力します。この
名前は、次の規則に従う必要があります。
– 名前には英数字とハイフン（-）だけを使用する。
– 最初と最後の文字は、英数字である。
– 長さは 30 文字以内。
– 大文字と小文字を区別しない。
– 次の文字は違反と見なされ、デバイス名に使用できない。
@、#、$、%、^、&、*、()、|、\””/、<>。

•

デバイスをアクティブまたは非アクティブにするには、[Activate] チェックボックスを選択
または選択解除します。このボックスを選択すると、デバイスは WAAS Central Manager
GUI による集中管理用にアクティブになります。
また、タスクバーの [Deactivate] アイコンをクリックして、デバイスを非アクティブにする
こともできます。デバイスを非アクティブにすると、ハードウェアの障害時に、そのすべ
ての設定を失うことなく、デバイスを交換できます。

•

デバイスの NetBIOS 名を変更するには、提供されるフィールドにデバイスの新しい
NetBIOS 名を入力します。NetBIOS 名は数字だけで構成できません。文字を含める必要が
あります。このフィールドは WAAS Express デバイスでは表示されません。

ステップ 4

[Locality] 見出しの下で、[Location] ドロップダウン リストから新しい位置を選択して、位置を
設定または変更します。このデバイスのロケーションを作成するには、第 3 章「デバイス グ
ループとデバイス位置の使用」の位置の作成を参照してください。

ステップ 5

[NAT] 見出しの [Management Interface Configuration] の下で、次のフィールドを使用して NAT 設
定を構成します。
•

[Use WAE’s primary IP Address] チェックボックスを選択して、WAAS Central Manager が、
デバイスのプライマリ インターフェイスに設定されている IP アドレスを使用して、NAT
ファイアウォールの背後にある WAAS ネットワークでデバイスと通信できるようにしま
す。このチェックボックスは WAAS Express デバイスでは表示されません。

•

WAAS Central Manager が明示的に設定された IP アドレスを使用して、NAT ファイアウォー
ルの背後にある WAAS ネットワークでデバイスと通信できるようにするには、
[Management IP] フィールドにデバイスの IP アドレスを入力します。WAE のプライマリ イ
ンターフェイスがインライン グループ インターフェイスに設定されていて、管理トラ
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フィックが個別の IP アドレス（同じインライン グループ インターフェイスのセカンダリ
IP アドレスまたは組み込みインターフェイスのセカンダリ IP アドレス）に設定されている
シナリオでも、このアドレスを入力する必要があります。
•

[Port] フィールドで、管理 IP アドレス用のポート番号を入力します。WAAS Express デバイ
スに設定されている HTTPS サーバがデフォルトの 443 以外のポートを使用している場合
は、ここで同じポートを設定してください。

（注）

WAAS Central Manager は、プライマリ IP アドレスを使用してデバイスにアクセスでき
ない場合、管理 IP アドレスを使用して通信を試みます。

ステップ 6

[Comments] フィールドに、このデバイスに表示するコメントを入力します。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。

ソフトウェア ライセンスの管理
WAAS ソフトウェア バージョン 4.1.1 では、特定の WAAS 最適化機能およびアクセラレーショ
ン機能を有効にするソフトウェア ライセンスが導入されました。ソフトウェア ライセンスは、
有効にする機能が動作する前に、インストールおよび設定される必要があります。
表 10-1 に、購入できるソフトウェア ライセンスおよび各ライセンスにより有効にされる機能
を示します。
表 10-1

WAAS ソフトウェア ライセンス

ライセンス

説明

Transport

基本的な DRE、TFO、および LZ の最適化を有効にします。Enterprise ラ
イセンスが設定されている場合は、設定できません。

Enterprise

EPM、HTTP、MAPI、NFS、SSL、SMB、ICA、Window Print のアプリ
ケーション アクセラレータ、WAAS Central Manager、および基本的な
DRE、TFO、LZ 最適化を有効にします。Transport ライセンスが設定され
ている場合は、設定できません。

ライセンスは、デバイス グループではなく個々の WAE デバイス上でインストールおよび管理
されます。すべてのライセンスがすべてのデバイスでサポートされるわけではありません。
WAAS Central Manager デバイスにはエンタープライズ ライセンスだけが必要で、他のライセン
スは設定できません。

（注）

WAAS Express のライセンスは、WAAS Central Manager で管理することはできません。WAAS
Express デバイスは WAAS デバイスと同じ種類のライセンスを使用しないためです。WAAS
Express のライセンスは、ルータの CLI でのみ管理されます。
正確な WAAS Express のライセンシング プロセスは、WAAS Express ルータで稼働している IOS
のバージョンに依存します。
IOS 15.3(3) 以前は、WAAS Express ライセンスはルータの CLI コマンド license install を使用し
て管理されます。これらは、WAAS Express 最適化機能を有効にする 1 つのライセンスを使用
します。
IOS 15.3(3)M 以降、WAAS Express の機能には別個のライセンスは必要ではなく、AppxK9 ライ
センスに含まれる Right To Use（RTU）機能です。
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IOS 15.4(1)T 以降、WAAS Express はルータに付属のデフォルト ライセンスに含まれる Right To
Use（RTU）機能であり、この他に特定のライセンスをインストールする必要ありません。
使用する実際の OS のリリースにかかわりなく、WAAS Express 機能のライセンスを購入する必
要があります。

（注）

WAAS Express IOS 15.3(3)M の新しい Appxk9 ライセンス サポートの一部として、WAAS
Express デバイスを IOS 15.3(3)M バージョンにアップグレードする場合、WAAS Central
Manager を 5.3.1 以降にアップグレードする必要があります。そうしないと、デバイスはオフラ
インになります。
WAAS Central Manager から WAE にライセンスを追加するには、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。（Central
Manager 上のライセンスを管理するには CLI を使用する必要があるため、Central Manager デバ
イスを選択しないでください）。

ステップ 2

[Admin] > [History] > [License Management] を選択します。

ステップ 3

追加する各ライセンスの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

CLI からライセンスを追加するには、license add EXEC コマンドを使用します。
CLI からライセンスを削除するには、clear license EXEC コマンドを使用します。
CLI からすべてのライセンスのステータスを表示するには、show license EXEC コマンドを使用
します。
新しい WAAS デバイスを最初に設定する場合、セットアップ ユーティリティでもライセンス
を設定します。

FTP サービスの有効化
File Transfer Protocol（FTP）を使用すると、リモート ホストとスイッチの間で設定ファイルを
ダウンロード、アップロード、およびコピーできます。コネクションレス型プロトコルのユー
ザ データグラム プロトコル（UDP）を使用する TFTP とは異なり、FTP はコネクション型の
TCP を使用します。Inetd（インターネット デーモン）は、特定のポートに対する接続要求ま
たはメッセージを聴取し、サーバ プログラムを起動して、それらのポートに関連付けられた
サービスを実行します。FTP は、デバイス間でファイルをコピーします。
FTP は、UNIX ユーザがリモート UNIX システムでシェル コマンドを実行できる UNIX rshell
サービスのサブセットです。RCP は、UNIX の組み込みサービスです。このサービスは、伝送
プロトコルとして TCP を使用し、TCP ポート 514 で要求を聴取します。FTP サービスは、
WAAS ソフトウェアを使用する WAAS デバイスで有効にできます。
WAAS デバイスで FTP サービスを有効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。
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ステップ 2

[Configure] > [Network] > [Network Services] を選択します。[Network Services] ウィンドウが表示
されます。

ステップ 3

[Enable FTP] チェックボックスを選択して、Inetd FTP サービスを有効にします。デフォルトで
は、このオプションは無効になっています。

（注）

ステップ 4

Inetd デーモンは FTP および TFTP サービスを聴取します。Inetd が FTP 要求を聴取する
には、FTP サービス用に明示的に有効にする必要があります。

[Submit] をクリックして変更を保存します。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] 行の横に「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。また、
[Reset] ボタンをクリックすると、以前の設定に戻すことができます。[Reset] ボタンは、デフォ
ルトまたはグループ設定を適用して現在のデバイス設定を変更し、まだ変更を送信していない
場合にだけ表示されます。
変更した設定を保存せずにこのウィンドウを終了しようとすると、変更を送信するように警告
するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、Internet Explorer ブラウ
ザを使用している場合にだけ表示されます。

日時設定の構成
このセクションでは、WAAS ネットワーク デバイス用の日時設定を構成する方法について説明
します。内容は、次のとおりです。
•

NTP 設定の構成

•

時間帯設定 の構成

NTP 設定の構成
WAAS Central Manager GUI を使用すると、ネットワーク上のネットワーク タイム プロトコル
（NTP）ホストを使用して日時設定を構成できます。NTP を使用すると、WAAS ネットワーク
内の異なる地域にあるデバイスの日時設定を同期化できます。これは正しいシステム動作とモ
ニタリングのために重要です。各 WAAS デバイスで、必ずクロックの同期を維持するように
NTP サーバを設定してください。
NTP 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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Date/Time] > [NTP] を選択します。[NTP Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[NTP Server] フィールドに、最大 4 つのホスト名または IP アドレスをスペースで区切って入力
します。現在このフィールドには IPv6 アドレスを入力できます。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

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

10-5

第 10 章

その他のシステム設定の構成

日時設定の構成

予期しない時間変更は、予期しないシステム動作の原因となる場合があります。NTP サーバの
設定後またはシステム クロックの変更後に、システムをリロードすることを推奨します。

時間帯設定 の構成
ネットワーク上に時刻サービスを提供する外部ソース（Network Time Protocol [NTP] サーバ）
がある場合は、システム クロックを手動で設定する必要はありません。手動でクロックを設定
するときは、現地時間を入力します。

（注）

システムには 2 個のクロックがあります。ソフトウェア クロックとハードウェア クロックで
す。ソフトウェアは、ソフトウェア クロックを使用します。ハードウェア クロックは、ソフ
トウェア クロックを初期化するために、起動時にだけ使用されます。
デバイスまたはデバイス グループで時間帯を設定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Date/Time] > [Time Zone] を選択します。[Time Zone Settings] ウィンドウが表示さ
れます。

ステップ 3

標準時間帯を設定するには、次の手順に従ってください。
a.

[Time Zone Settings] セクションで、[Standard Time Zone] オプション ボタンをクリックしま
す。夏時間を設定していない UTC（オフセット =0）がデフォルトです。標準時間帯を設定
すると、システムは自動的に UTC オフセットを調整するので、UTC オフセットを指定す
る必要はありません。
時間帯の標準的な表記法は、Location/Area 形式を使用します。ただし、Location は世界の
大陸または地域、Area はその地域内の時間帯領域です。

b.

ドロップダウン リストから、時間帯の地域を選択します（このリストの略号については、
表 10-2 を参照してください）。
ウィンドウが更新され、2 番めのドロップダウン リストに、選択した地域のすべての領域
の時間帯が表示されます。

c.

時間帯の地域を選択します。UTC オフセットは自動的に標準時間帯に設定されます。
夏時間が組み込まれている標準時間帯もあります（米国の大半の時間帯が該当）。これらの
地域では、夏時間のあいだは UTC オフセットが自動的に変更されます。設定可能な標準時
間帯およびその UTC オフセットのリストについては、表 10-3 を参照してください。

ステップ 4

デバイスでカスタマイズされた時間帯を設定するには、次の手順に従ってください。
a.

[Time Zone Settings] セクションで、[Customized Time Zone] オプション ボタンをクリックし
ます。

b.

[Customized Time Zone] フィールドで、時間帯の名前を指定します。時間帯項目は大文字と
小文字を区別し、スペースを含めて最大 40 文字を使用できます。標準時間帯の名前を指定
すると、[Submit] をクリックしたときにエラー メッセージが表示されます。

c.

UTC オフセットについて、最初のドロップダウン リストから [+] または [-] 記号を選択し
て、設定された時間帯が UTC より進んでいるか、遅れているかを指定します。また、カス
タマイズされた時間帯の UTC オフセット時間（0 ～ 23）と分（0 ～ 59）を選択します。
UTC オフセットの範囲は、-23:59 から 23:59 です。デフォルトは 0:0 です。
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ステップ 5

カスタマイズされた夏時間を設定するには、[Customized Summer Time Savings] セクションで次
の手順に従ってください。

（注）

a.

カスタマイズされた夏時間は、標準時間帯とカスタマイズされた時間帯の両方に指定で
きます。

対夏時間を設定するには、[Absolute Dates] オプション ボタンをクリックします。
夏時間の開始日付と終了日付は、絶対日付または反復日付で設定できます。絶対日付設定
は一度だけ適用され、毎年設定する必要があります。反復日付は何年間も繰り返し適用さ
れます。

b.

[Start Date] フィールドと [End Date] フィールドで、夏時間を開始し、終了する必要がある
月（January ～ December）、日（1 ～ 31）、および年（1993 ～ 2032）を mm/dd/yyyy 形式で
指定します。終了日付が常に開始日付よりあとにあることを確認します。
あるいは、[Start Date] フィールドと [End Date] フィールドの横にある [Calendar] アイコン
をクリックして、[Date Time Picker] ポップアップ ウィンドウを表示します。デフォルト
で、現在の日付が黄色で表示されます。必要に応じて、[Date Time Picker] ポップアップ
ウィンドウで左矢印または右矢印を使用して、前の年または次の年を選択します。ドロッ
プダウン リストから月を選択します。月の日をクリックします。選択した日付が青色で表
示されます。[Apply] をクリックします。あるいは、[Set Today] をクリックして、現在の日
付へ戻ります。選択した日付は、[Start Date] フィールドと [End Date] フィールドに表示さ
れます。

ステップ 6

c.

反復夏時間を設定するには、[Recurring Dates] オプション ボタンをクリックします。

d.

[Start Day] ドロップダウン リストから、開始する曜日（[Monday] ～ [Sunday]）を選択します。

e.

[Start Week] ドロップダウン リストから、開始する週を設定するオプション（[first]、
[2nd]、[3rd]、または [last]）を選択します。たとえば、[first] を選択すると、夏時間を月の
最初の週に開始し、[last] を選択すると、夏時間を月の最後の週に開始するように設定でき
ます。

f.

[Start Month] ドロップダウン リストから、開始する月（[January] ～ [December]）を選択し
ます。

g.

[End Day] ドロップダウン リストから、終了する曜日（[Monday] ～ [Sunday]）を選択します。

h.

[End Week] ドロップダウン リストから、終了する週を設定するオプション（[first]、[2nd]、
[3rd]、または [last]）を選択します。たとえば、[first] を選択すると、夏時間を月の最初の
週に終了し、[last] を選択すると、夏時間を月の最後の週に終了するように設定できます。

i.

[Start Month] ドロップダウン リストから、終了する月（[January] ～ [December]）を選択し
ます。

[Start Time] ドロップダウン リストから、夏時間を開始する時（0 ～ 23）と分（0 ～ 59）を選択
します。[End Time] ドロップダウン リストから、夏時間を終了する時（0 ～ 23）と分（0 ～
59）を選択します。
夏時間の [Start Time] フィールドと [End Time] フィールドは、夏時間を反映するためにクロッ
クを変更する時刻です。デフォルトで、開始時刻と終了時刻の両方が 00:00 に設定されます。

ステップ 7

[Offset] フィールドで、UTC からのオフセット（0 ～ 1439 分）を指定します（表 10-3 を参照）。
夏時間のオフセットは、システム クロックを指定した開始時刻より進め、終了時刻より遅らせ
る時間（分）を指定します。

ステップ 8

対応する時間帯に夏時間を指定しないようにするには、[No Customized Summer Time
Configured] オプション ボタンをクリックします。
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ステップ 9

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] 行の横に「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。また、
[Reset] ボタンをクリックすると、以前の設定に戻すことができます。[Reset] ボタンは、デフォ
ルトまたはグループ設定を適用して現在のデバイス設定を変更し、まだ変更を送信していない
場合にだけ表示されます。
変更した設定を保存せずにこのウィンドウを終了しようとすると、変更を送信するように警告
するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、Internet Explorer ブラウ
ザを使用している場合にだけ表示されます。
表 10-2

時間帯地域の略号

タイムゾーン
CET
CST6CDT
EET
EST
EST5EDT
GB
GB-Eire
GMT
HST
MET
MST
MST7MDT
NZ
NZ-CHAT
PRC
PST8PDT
ROC
ROK
UCT
UTC
WET
W-SU

表 10-3

説明
中央ヨーロッパ標準時
中部夏時間
東ヨーロッパ標準時
東部標準時
東部夏時間
英国
英国 / アイルランド
グリニッジ標準時
ハワイ標準時
中央ヨーロッパ標準時
山岳部標準時
山岳部夏時間
ニュージーランド
ニュージーランド、チャタム諸島
中国
太平洋夏時間
台湾
韓国
協定世界時
協定世界時
西ヨーロッパ標準時
中央ヨーロッパ標準時

時間帯、UTC からのオフセット

タイムゾーン
Africa/Algiers
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Harare
Africa/Johannesburg

UTC からのオフ
セット（時間）
+1
+2
0
+2
+2

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

10-8

第 10 章

その他のシステム設定の構成
日時設定の構成

表 10-3

時間帯、UTC からのオフセット （続き）

タイムゾーン
Africa/Nairobi
America/Buenos_Aires
America/Caracas
America/Mexico_City
America/Lima
America/Santiago
Atlantic/Azores
Atlantic/Cape_Verde
Asia/Almaty
Asia/Baghdad
Asia/Baku
Asia/Bangkok
Asia/Colombo
Asia/Dacca
Asia/Hong_Kong
Asia/Irkutsk
Asia/Jerusalem
Asia/Kabul
Asia/Karachi
Asia/Katmandu
Asia/Krasnoyarsk
Asia/Magadan
Asia/Muscat
Asia/New Delhi
Asia/Rangoon
Asia/Riyadh
Asia/Seoul
Asia/Singapore
Asia/Taipei
Asia/Tehran
Asia/Vladivostok
Asia/Yekaterinburg
Asia/Yakutsk
Australia/Adelaide
Australia/Brisbane
Australia/Darwin
Australia/Hobart
Australia/Perth
Australia/Sydney
Canada/Atlantic

UTC からのオフ
セット（時間）
+3
-3
-4
-6
-5
-4
-1
-1
+6
+3
+4
+7
+6
+6
+8
+8
+2
+4.30
+5
+5.45
+7
+11
+4
+5.30
+6.30
+3
+9
+8
+8
+3.30
+10
+5
+9
+9.30
+10
+9.30
+10
+8
+10
-4
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表 10-3

時間帯、UTC からのオフセット （続き）

タイムゾーン
Canada/Newfoundland
Canada/Saskatchewan
Europe/Athens
Europe/Berlin
Europe/Bucharest
Europe/Helsinki
Europe/London
Europe/Moscow
Europe/Paris
Europe/Prague
Europe/Warsaw
Japan
Pacific/Auckland
Pacific/Fiji
Pacific/Guam
Pacific/Kwajalein
Pacific/Samoa
US/Alaska
US/Central
US/Eastern
US/East–Indiana
US/Hawaii
US/Mountain
US/Pacific

UTC からのオフ
セット（時間）
-3.30
-6
+2
+1
+2
+2
0
+3
+1
+1
+1
+9
+12
+12
+10
+12
-11
-9
-6
-5
-5
-10
-7
-8

UTC は、かつてのグリニッジ標準時（GMT）です。表に示すオフセット時間（UTC との相対
時間）は、実質的に冬時間のものです。夏時間中は、オフセットが表の値と異なる場合があ
り、システム クロックによって計算され、それに応じて表示されます。

セキュア ストア設定の構成
セキュア ストア暗号化によって、WAAS システムに対して強力な暗号化とキー管理が行われま
す。WAAS Central Manager および WAE デバイスはセキュア ストア暗号化を使用して、パス
ワードの処理、暗号化キーの管理、およびデータの暗号化を行います。
ここでは、次の内容について説明します。
•

セキュア ストアの概要

•

Central Manager でのセキュア ストア暗号化の有効化

•

スタンバイ Central Manager でのセキュア ストア暗号化の有効化
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•

WAE デバイスでのセキュア ストア暗号化の有効化

•

セキュア ストアのパスフレーズ モードの変更

•

セキュア ストア暗号キーおよびパスワードの変更

•

Central Manager でのセキュア ストア暗号化のリセット

•

WAE デバイスでのセキュア ストア暗号化の無効化

セキュア ストアの概要
Central Manager または WAE デバイスでセキュア ストア暗号化を有効にすると、WAAS システム
は強力な暗号化アルゴリズムとキー管理ポリシーを使用して、システム上の特定のデータを保護
します。このデータには、WAAS システム内でアプリケーションが使用する暗号キー、ユーザ ロ
グイン パスワード、NAM クレデンシャル、および証明書キー ファイルが含まれます。
Central Manager でのセキュア ストア暗号化は常に有効に設定されており、自動生成されたパス
ワードかユーザが指定したパスワードが使用されます。このパスワードは、安全規格に従い
キー暗号キーを生成するために使用されます。WAAS システムは、キー暗号キーを使用して、
Central Manager または WAE デバイス上で生成された他のキーを暗号化し保存します。これら
のその他のキーは、ディスクの暗号化、SSL アクセラレーション、およびユーザ パスワードの
暗号化などの WAAS 機能で使用されます。
Central Manager 上のデータは、SHA 1 ハッシュと AES 256 ビット アルゴリズムを使用して、パ
スワードによって生成された 256 ビット キー暗号キーを使用して暗号化されます。セキュア ス
トアが WAE デバイスで有効な場合、データは、SecureRandom（暗号として強力な疑似乱数
ジェネレータ）を使用して生成された 256 ビット キー暗号キーを使用して暗号化されます。
Central Manager のセキュア ストア暗号化は、次のいずれかのモードを使用します。
•

自動生成パスフレーズ モード：Central Manager によってパスフレーズが自動的に生成され
ます。各システムが再起動した後、そのパスフレーズを使用してセキュア ストアが開かれ
ます。これは、新しい Central Manager デバイスのデフォルト モード、またはシステムが再
インストールされた後のデフォルト モードです。

•

ユーザ指定パスフレーズ モード：パスフレーズはユーザが指定します。各システムが再起
動した後、セキュア ストアを開くには、ユーザがパスフレーズを入力する必要がありま
す。このモードに切り替えることができます。4.4.1 よりも前のバージョンからアップグ
レードされ、セキュア ストアが初期化されたシステムは、4.4.1 以降へのアップグレード後
にこのモードに設定されます。

セキュア ストアを実装するには、システムが次の要件を満たしている必要があります。
•

Central Manager がネットワークで使用できるように設定されている必要があります。

•

WAE デバイスが、Central Manager に登録されている必要があります。

•

WAE デバイスが Central Manager とオンラインになっている（アクティブ接続を確立して
いる）必要があります。この要件は、セキュア ストアが WAE デバイスで有効な場合にの
み適用されます。

•

すべての Central Manager と WAE デバイスで、WAAS ソフトウェア バージョン 4.0.19 以上
を実行している必要があります。

強力なストア暗号化を実装するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

プライマリ Central Manager で強力なストレージ暗号化を有効にしますCentral Manager でのセ
キュア ストア暗号化の有効化を参照してください。
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ステップ 2

スタンバイ Central Manager で強力なストレージ暗号化を有効にします。スタンバイ Central
Manager でのセキュア ストア暗号化の有効化を参照してください。

ステップ 3

WAE デバイスまたは WAE デバイス グループで強力なストレージ暗号化を有効にします。WAE
デバイスでのセキュア ストア暗号化の有効化を参照してください。セキュア ストアは、
Central Manager で有効にしてから、WAE デバイスで有効にする必要があります。
セキュア ストアは、Central Manager と WAE デバイスで独立して有効にすることができます。
暗号化されたデータの完全な保護を保証するには、セキュア ストアを Central Manager と WAE
デバイスの両方で有効にします。最初に、Central Manager 上でセキュア ストアを有効にする必
要があります。

（注）

セキュア ストアがユーザ指定パスフレーズ モードになっている場合は、Central Manager を再
起動するときに、セキュア ストア暗号化を手動で開く必要があります。リモート WAE デバイ
ス上でセキュア ストア（ディスク暗号化、SSL アクセラレーション、AAA など）を使用する
すべてのサービスは、ユーザが Central Manager のセキュア ストア パスワードを入力してセ
キュア ストア暗号化を開くまで、正しく機能しません。
セキュア ストアについて、次の考慮事項に注意してください。
•

Central Manager データベースに保存されたパスワードは、強力な暗号化技術を使用して暗
号化されます。

•

証明書キー ファイルは、Central Manager の強力な暗号キーを使用して暗号化されます。

•

プライマリ Central Manager が失敗すると、セキュア ストア キー管理はスタンバイ Central
Manager によって処理されます（スタンバイ Central Manager では、セキュア ストア モード
を手動で有効にする必要があります）。

•

バックアップ スクリプトによって、バックアップ時にデバイスのセキュア ストア パスフ
レーズ モード（ユーザ指定または自動生成）がバックアップされます。バックアップと復
元は、Central Manager でのみサポートされます。

•

セキュア ストアがユーザ指定パスフレーズ モードだったときにバックアップを行い、それ
をセキュア ストアが自動生成パスフレーズ モードになっているシステムに復元する場合
は、復元を続行するためにユーザパスフレーズを入力する必要があります。復元後、シス
テムはユーザ指定パスフレーズ モードになります。セキュア ストアが自動生成パスフレー
ズ モードだったときにバックアップを行い、それをセキュア ストアがユーザ指定パスフ
レーズ モードになっているシステムに復元する場合、パスワードを入力する必要はありま
せん。復元後、システムは自動生成パスフレーズ モードになります。

•

WAE デバイスでセキュア ストアを有効にすると、システムは Central Manager からの新し
い暗号キーを初期化し取得します。WAE は、このキーを使用して、ディスク上のクレデン
シャルや情報などのデータを暗号化します（ディスク暗号化も有効な場合）。

•

セキュア ストアを有効にしたあとで WAE をリブートすると、WAE は Central Manager から
キーを自動的に取得します。これにより、WAAS 永続ストレージに保存されているデータ
にアクセスできるようになります。キーの取得に失敗した場合は、クリティカル アラーム
が発生し、セキュア ストアを手動で再オープンする必要があります。更新にダイナミック
共有、またはユーザ設定が含まれる場合、セキュア ストアが再オープンされるまで、WAE
は Central Manager からの設定更新を拒否します。また、WAE から Central Manager に送信
される更新には、事前配置設定は含まれません。

•

セキュア ストアは特定のシステム情報を暗号化しますが、ハード ドライブ上のデータは暗
号化しません。データ ディスクを保護するには、別途、ディスク暗号化を有効にする必要
があります
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Central Manager でのセキュア ストア暗号化の有効化
新しい Central Manager では、デフォルトでセキュア ストアが有効に設定されており、システ
ムの起動後に、システムで生成されたパスワードによってセキュア ストアが開かれます。セ
キュア ストアを有効にするために、何も行う必要がありません。
Central Manager がユーザ指定パスフレーズ モードで設定されている場合、システム起動後に手
動でセキュア ストアを開く必要があります。Central Manager でセキュア ストア暗号化を開く
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、[Admin] > [Secure Store] を選択します。[Configure CM
Secure Store] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Open Secure Store] の下にある [Current passphrase] フィールドに、セキュア ストアのパスフ
レーズを入力します。

ステップ 3

[Open] ボタンをクリックします。
セキュア ストアが開かれます。データはパスワードから派生したキーを使用して暗号化されます。

CLI からセキュア ストアを開くには、cms secure-store open EXEC コマンドを使用します。
（注）

ユーザ指定パスフレーズ モードに設定されている Central Manager を再起動するたびに、セ
キュア ストアを手動で再度開く必要があります。リモート WAE デバイス上でセキュア ストア
（ディスク暗号化、SSL アクセラレーション、AAA など）を使用するすべてのサービスは、
ユーザが Central Manager のセキュア ストア パスワードを入力してセキュア ストアを再度開く
まで、正しく機能しません。自動生成パスフレーズ モードに切り替えると、再起動するたびに
セキュア ストアを再度開く必要がなくなります。

（注）

プライマリ Central Manager のセキュア ストアをユーザ指定パスフレーズ モードで有効にした
場合は、スタンバイ Central Manager のセキュア ストアも有効にする必要があります。スタン
バイ Central Manager でのセキュア ストア暗号化の有効化を参照してください。
セキュア ストア暗号化のステータスをチェックするには、show cms secure-store コマンドを入
力します。

スタンバイ Central Manager でのセキュア ストア暗号化の有効化
（注）

スタンバイ Central Manager では、暗号キー管理のサポートは限定されています。プライマリ
Central Manager が失敗した場合、スタンバイ Central Manager は WAE デバイスに対して暗号
キーを取得できるようにするだけで、新しい暗号キーの初期化は行いません。プライマリ
Central Manager が使用不能な場合は、WAE デバイスのディスク暗号化またはセキュア ストア
は有効にしないでください。
プライマリ Central Manager のセキュア ストアのパスフレーズ モードは、スタンバイ Central
Manager に（標準複製時間内に）複製されます。プライマリ Central Manager が自動生成パスフ
レーズ モードに切り替えられると、スタンバイ Central Manager のセキュア ストアはオープン
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状態に変更されます。プライマリ Central Manager がユーザ指定パスフレーズ モードに切り替
えられるか、パスフレーズが変更されると、スタンバイ Central Manager のセキュア ストアは
初期化状態に変更されますが、オープン状態にはならず、アラームが出ます。スタンバイ
Central Manager でセキュア ストアを手動で開く必要があります。
プライマリ Central Manager がユーザ指定パスフレーズ モードのときに、スタンバイ Central
Manager でセキュア ストア暗号化を有効にするには、まず、プライマリ Central Manager でセ
キュア ストアを開いてから、CLI を使用して、スタンバイ Central Manager 上で cms
secure-store open EXEC モード コマンドを実行します。
ステップ 1

プライマリ Central Manager でセキュア ストア暗号化を有効にします。Central Manager でのセ
キュア ストア暗号化の有効化を参照してください。

ステップ 2

スタンバイ Central Manager がプライマリ Central Manager からデータを複製するまで待ちます。
レプリケーション（複製）は、60 秒以内（デフォルト）に、またはシステムの設定に従って実
行されます。

ステップ 3

スタンバイ Central Manager で cms secure-store open コマンドを入力して、セキュア ストア暗号
化をアクティブにします。
スタンバイ Central Manager が、「please enter pass phrase」メッセージで応答します。

ステップ 4

パスワードを入力し、Enter を押します。
スタンバイ Central Manager が、セキュア ストア暗号化を使用してデータを暗号化します。
（注）

システム上のスタンバイ Central Manager ごとにステップ 3 ～ 4 を繰り返します。

セキュア ストア暗号化のステータスをチェックするには、show cms secure-store コマンドを入
力します。

WAE デバイスでのセキュア ストア暗号化の有効化
WAE デバイスでセキュア ストア暗号化を有効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。
（注）

ステップ 2

セキュア ストア ステータスは、デバイス グループ内のすべての WAE デバイスで同一
である必要があります。グループ内のすべての WAE デバイスのセキュア ストアを有効
にするか、すべての WAE デバイスのセキュア ストアを無効にする必要があります。
WAE デバイスをデバイス グループに追加する前に、その WAE デバイスのセキュア ス
トア ステータスが他の WAE デバイスのステータスと一致するように設定する必要があ
ります。第 3 章「デバイス グループとデバイス位置の使用」のデバイス グループの使
用を参照してください。

[Configure] > [Security] > [Secure Store] を選択します。[Secure Store Settings] ウィンドウが表示さ
れます。
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ステップ 3

[Initialize CMS Secure Store] ボックスを選択します（[Open CMS Secure Store] ボックスは自動的
に選択されています）。

ステップ 4

[Submit] をクリックして、セキュア ストア暗号化をアクティブにします。
新しい暗号キーが Central Manager で初期化され、WAE はセキュア ストア暗号化を使用して
データを暗号化します。

CLI からセキュア ストアを有効にするには、cms secure-store init EXEC コマンドを使用します。
（注）

cms secure-store コマンドを実行する前に、WAE 上でデータ入力ポール レート間隔（デフォル
トは 5 分）以内にその他の CLI 設定に変更を行った場合、これらの先行する設定変更は失われ
るため、再度実行する必要があります。

（注）

デバイス グループのセキュア ストアを有効または無効にしても、変更内容はすべての WAE デ
バイスに同時に反映されません。WAE デバイスを表示した際には、Central Manager が各 WAE
デバイスのステータスを更新するまで十分な時間を確保してください。

セキュア ストアのパスフレーズ モードの変更
セキュア ストアは、ユーザ指定パスフレーズ モードまたは自動生成パスフレーズ モードのい
ずれかで動作できます。また、これらのモードを切り替えることができます。
ユーザ指定パスフレーズ モードから自動生成パスフレーズ モードに変更するには、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、[Admin] > [Secure Store] を選択します。

ステップ 2

[Switch to CM auto-generated passphrase mode] エリアで、[Current passphrase] フィールドにパス
ワードを入力します。

ステップ 3

[Switch] ボタンをクリックします。

ステップ 4

表示される確認メッセージで [OK] をクリックします。

セキュア ストアが自動生成パスフレーズ モードに変わり、オープン状態のままになります。
自動生成パスフレーズ モードからユーザ指定パスフレーズ モードに変更するには、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、[Admin] > [Secure Store] を選択します。

ステップ 2

[Switch to User-provided passphrase mode] エリアで、[New passphrase] フィールドにパスワードを
入力してから、[Confirm passphrase] フィールドにパスワードをもう一度入力します。
パスワードは、次の規則に従う必要があります。
•

長さは 8 ～ 64 字

•

許可される文字セット（A-Za-z0-9~%'!#$^&*()|;:,"<>/）だけを使用
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•

数字を少なくとも 1 文字含める

•

大文字と小文字を少なくとも 1 文字ずつ含める

ステップ 3

[Switch] ボタンをクリックします。

ステップ 4

表示される確認メッセージで [OK] をクリックします。

セキュア ストアがユーザ指定パスフレーズ モードに変わり、オープン状態のままになります。
スタンバイ Central Manager がある場合は、そのセキュア ストアを手動で開く必要があります
（スタンバイ Central Manager でのセキュア ストア暗号化の有効化を参照）。
CLI からセキュア ストアのパスフレーズ モードを変更するには、cms secure-store mode EXEC
コマンドを使用します。

（注）

ユーザ指定パスフレーズ モードに設定されている Central Manager を再起動するたびに、セ
キュア ストアを手動で再度開く必要があります。リモート WAE デバイス上でセキュア ストア
（ディスク暗号化、SSL アクセラレーション、AAA など）を使用するすべてのサービスは、
ユーザが Central Manager のセキュア ストア パスワードを入力してセキュア ストアを再度開く
まで、正しく機能しません。自動生成パスフレーズ モードに切り替えると、再起動するたびに
セキュア ストアを再度開く必要がなくなります。

セキュア ストア暗号キーおよびパスワードの変更
セキュア ストア暗号化パスワードは、Central Manager が暗号化されたデータ用の暗号キーを生
成するために使用されます。Central Manager がユーザ指定パスフレーズ モードに設定されてい
る場合は、パスワードを変更できます。
Central Manager でパスワードを変更し新しい暗号キーを生成するには、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、[Admin] > [Secure Store] を選択します。

ステップ 2

[Change Secure Store passphrase] エリアの [Current passphrase] フィールドに現在のパスワードを
入力します。

ステップ 3

[New passphrase] フィールドに新しいパスワードを入力します。
パスワードは、次の規則に従う必要があります。
•

長さは 8 ～ 64 字

•

許可される文字セット（A-Za-z0-9~%'!#$^&*()|;:,"<>/）だけを使用

•

数字を少なくとも 1 文字含める

•

大文字と小文字を少なくとも 1 文字ずつ含める

ステップ 4

[Confirm passphrase] フィールドに、もう一度新しいパスワードを入力します。

ステップ 5

[Change] ボタンをクリックします。
WAAS デバイスは、新しいパスワードから派生した新しい暗号キーを使用して、保存されてい
るデータを暗号化し直します。
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CLI から Central Manager のパスワードを変更し新しい暗号キーを生成するには、cms
secure-store change EXEC コマンドを使用します。
WAAS Central Manager から WAE デバイスの新しい暗号化キーを生成するには、次の手順に従
います。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [Secure Store] を選択します。

ステップ 3

[Change CMS Secure Store] チェックボックスを選択し、[Submit] をクリックします。
Central Manager 内で新しい暗号キーが生成されます。Central Manager が、WAE 内の暗号キー
を新しいキーで置き換えます。WAE は、新しい暗号キーを使用して保存されているデータを
暗号化し直します。

CLI からセキュア ストア暗号キーを設定するには、cms secure-store change EXEC コマンドを
使用します。

Central Manager でのセキュア ストア暗号化のリセット
Central Manager をリロードしたときに、それがユーザ指定パスフレーズ モードで設定されてお
り、セキュア ストアのパスワードを忘れてしまったためセキュア ストアを開けないときは、
セキュア ストアをリセットできます。この処理により、すべての暗号化されたデータ、証明書
ファイルとキー ファイル、およびキー マネージャのキーが削除されます。セキュア ストアは
再度初期化され、自動生成パスフレーズ モードに設定されて開かれます。
Central Manager でセキュア ストア暗号化をリセットするには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

プライマリ Central Manager CLI で、cms secure-store reset コマンドを入力してセキュア ストア
暗号化をリセットします。

ステップ 2

スタンバイ Central Manager がプライマリ Central Manager からデータを複製するまで待ちます。
レプリケーション（複製）は、60 秒以内（デフォルト）に、またはシステムの設定に従って実
行されます。

ステップ 3

セキュア ストアが初期化され、オープンされた状態の場合は、スタンバイ Central Manager で
cms secure-store reset コマンドを入力します。

ステップ 4

プライマリ Central Manager から、すべてのユーザ アカウント パスワード、および NAM クレデ
ンシャルをリセットします。
ユーザ パスワードのリセットの詳細については、第 8 章「管理者ユーザ アカウントおよびグ
ループの作成と管理」の別のアカウントのパスワードの変更を参照してください。NAM クレ
デンシャルのリセットの詳細については、第 13 章「ネットワーク解析モジュールの設定」の
基本セットアップの設定を参照してください。

ステップ 5

Central Manager に登録されている各 WAE で、次の手順を実行します。
a.

セキュア ストアが初期化され、オープンされている場合は、Central Manager から、セキュ
ア ストアをクリアします（WAE デバイスでのセキュア ストア暗号化の無効化を参照）。ま
たは、CLI から、cms secure-store clear EXEC コマンドを入力します。
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b.

Central Manager からセキュア ストアを初期化するか（WAE デバイスでのセキュア ストア
暗号化の有効化を参照）、CLI から cms secure-store init EXEC コマンドを入力します。（こ
の手順は ステップ 5 a を実行したときのみ必要です。）

c.

crypto pki managed-store initialize コマンドを入力し、SSL アクセラレータを再起動します。

d.

ディスク暗号化が有効な場合は、Central Manager からディスク暗号化を無効にするか、CLI
から no disk encrypt enable グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。

e.

ディスク暗号化が ステップ 5 d の前に有効になっている場合は、デバイスをリロードしま
す。リロード後、ディスク暗号化を再度有効にし、デバイスをもう一度リロードします。

（注）

ステップ 6

ステップ 5 を実行する前に WAE がリロードされた場合、ディスク暗号化、SSL アクセ
ラレーション、およびセキュア ストアは正しく機能しません。このような場合は、
WAE を工場出荷時のデフォルト設定に戻す必要があります。

プライマリ Central Manager から、WAE で設定されているすべての高速化およびピアリング
サービス用に、すべての証明書およびキー ファイルを再インポートします。

WAE デバイスでのセキュア ストア暗号化の無効化
WAE デバイスでセキュア ストア暗号化を無効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [Secure Store] を選択します。[Secure Store Settings] ウィンドウが表示
されます。

ステップ 3

[Clear CMS Secure Store] チェックボックスを選択し、[Submit] をクリックすると、セキュア ス
トア暗号化は無効になり、標準の暗号化に戻ります。
また、cms secure-store clear コマンドを入力しても、セキュア ストア暗号化を無効にし、標準
の暗号化に戻すことができます。

（注）

Windows ドメイン ユーザ アカウント アイデンティティが暗号化 MAPI アクセラレー
ションのデバイスまたはデバイス グループで設定されている場合、デバイス上でセ
キュア ストアをクリアできません。セキュア ストアをクリアする前に、デバイスまた
はデバイス グループから Windows ドメイン ユーザ アカウント アイデンティティの設定
を削除する必要があります。

（注）

暗号化されたサービスのユーザ アカウント ドメイン アイデンティティを含むデバイス
のセキュア ストアはクリアできません。ユーザ アカウント ドメイン アイデンティティ
の詳細については、第 12 章「アプリケーション アクセラレーションの設定」の暗号化
MAPI アクセラレーションの設定を参照してください。
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CLI から WAE のセキュア ストアを無効にするには、cms secure-store clear EXEC コマンドを使
用します。

（注）

セキュア ストアは、Central Manager では無効にできません。

デフォルトのシステム設定プロパティの変更
WAAS ソフトウェアではすでにシステム プロパティが設定済みですが、システムのデフォルト
動作を変更するために変更できます。
表 10-4 で、変更できるシステム設定プロパティについて説明します。
表 10-4

システム設定プロパティの説明

システム プロパティ

説明

cdm.remoteuser.deletionDaysLimit

外部ユーザが最後にログインしてから、WAAS
Central Manager データベースから削除されるまで
の最大日数。たとえば、
cdm.remoteuser.deletionDaysLimit が 5 に設定されて
いる場合、最後のログイン時と現在の時間の差が
5 日を超えると、この外部ユーザはデータベース
から削除されます。デフォルトは、60 日です。外
部ユーザとは、WAAS Central Manager ではなく、
外部 AAA サーバで定義されているユーザです。
そのようなユーザによってスケジュール設定され
ているすべてのレポートも、ユーザが削除される
と削除されます。

cdm.session.timeout

WAAS Central Manager GUI セッションのタイム
アウト（分）。デフォルトは 10 分です。セッ
ションがこの長さの時間アイドル状態である場
合、ユーザは自動的にログアウトされます。

DeviceGroup.overlap

デバイスが複数のデバイス グループに属するこ
とが可能かどうかを示すステータス。デフォル
トは true です（デバイスは複数のデバイス グ
ループに属することができます）。

System.clusterStatus.collectRate

AppNav コントローラがクラスタのステータスを
収集して AppNav IOM から WAAS Central
Manager に送信する速度（秒）。デフォルトは 30
秒です。

System.datafeed.pollRate

WAAS（または WAAS Express）デバイスと WAAS
Central Manager 間のポール レート（秒）。デフォ
ルトは 300 秒です。

System.device.recovery.key

デバイス ID の復旧キー。このプロパティを使用
すると、WAAS ネットワーク内の別のノードで
デバイスを交換できます。
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表 10-4

システム設定プロパティの説明 （続き）

システム プロパティ

説明

System.healthmonitor.collectRate

CMS デバイスの状態（またはステータス）をモ
ニタするための収集と送信の速度（秒）。速度を
0 に設定すると、状態のモニタは無効になりま
す。デフォルトは 120 秒です。

System.IOS.clusterStatus.collectRate

Central Manager が Cisco IOS ルータからクラスタ
のステータス データを収集する速度（秒）。

System.IOS.clusterTopologyView.collectRate

Central Manager が クラスタ トポロジ表示用に
Cisco IOS ルータからクラスタのステータス デー
タを収集する速度（秒）。

System.lcm.enable

この設定は、デバイス CLI の設定変更の CM へ
の伝播を制御します。この設定を無効にすると、
デバイスの CLI で行われる設定変更は、Central
Manager に伝達されません。この設定はシステ
ム全体に影響し、すべての管理対象 WAAS デバ
イスに適用されます。この設定を無効にすると、
Central Manager と WAAS デバイスの設定が同期
しなくなる可能性があります。
特定のデバイスに合わせてこの変更をカスタマ
イズするには、[Device] -> [Admin] -> [Config
Synchronization UI] ページを使用します。

System.pcm.enable

この設定は、WAAS デバイスが Central Manager か
ら受信した設定変更を受け入れるか、または無視
するかどうかを制御します。WAAS デバイスが
Central Manager ではなく、他のエンティティに
よって（つまり CLI を直接経由して）管理されて
いる導入環境で使用できます。この設定を無効に
すると、Central Manager と WAAS デバイスの設定
が同期しなくなる可能性があります。
特定のデバイスに合わせてこの変更をカスタマ
イズするには、[Device] -> [Admin] -> [Config
Synchronization UI] ページを使用します。

System.monitoring.collectRate

WAE がモニタリング レポートを収集し、WAAS
Central Manager へ送信する速度（秒）。WAAS
Express デバイスの場合、これが、WAAS Express
デバイスから Central Manager がモニタリング
データを収集する速度になります。デフォルト
は 300 秒（5 分）です。この間隔を減らすと、
WAAS Central Manager デバイスのパフォーマン
スに影響します。

System.monitoring.dailyConsolidationHour

WAAS Central Manager が 1 時間ごとおよび 1 日
ごとにモニタリング レコードを集計する時刻。
デフォルトは 1（午前 1 時）です。

System.monitoring.enable

WAAS および WAAS Express 統計情報のモニタリ
ング（有効または無効）。デフォルトは true です。

System.monitoring.maxConsecutiveRpcError
WaitCount

統計情報が WAE から Central Manager に送信さ
れない結果になる RPC の障害の最大数。
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表 10-4

システム設定プロパティの説明 （続き）

システム プロパティ

説明

System.monitoring.maxDevicePerLocation

ロケーション レベル レポートでモニタリングが
サポートされるデバイスの最大数。デフォルト
は 25 です。

System.monitoring.maxReports

カスタム レポートごとに保存する、成功または失
敗したレポート インスタンスの最大数。デフォル
トは、10 個のレポート インスタンスです。

System.monitoring.monthlyConsolidationFreq WAAS Central Manager が日単位のモニタリング
uency
レポートを月次レポートに集計する回数（日単
位）。この設定を 1 に設定すると、WAAS Central
Manager は、毎日集計を実行する必要があるか
どうかを検査し、集計に十分なデータがある場
合のみ集計を実行します。デフォルトは、14 日
です。
毎月のデータ レコードを作成すると、対応する
毎日のレコードはデータベースから削除されま
す。集計は、少なくとも 2 か月分のデータと集
計周期日数分のデータが存在する場合のみ実行
されます。そのため、WAAS Central Manager は、
常に先月の毎日のデータ レコードを保持し、先
週のデータを 1 日単位で表示できます。
たとえば、データ収集が 2006 年 2 月 2 日に開始し、
System.monitoring.monthlyConsolidationFrequency が
14 に設定されている場合、WAAS Central Manager
は、2 月 16 日、3 月 2 日、3 月 16 日、および 3 月
30 日に過去 2 か月分のデータがあるかどうかを検
査します。これらの日には十分なデータが存在し
ないため、集計は実行されません。
ただし、4 月 13 日には、2 か月分のデータが存
在します。WAAS Central Manager は、2 月の
データを集計し、2 月の毎日のデータ レコード
を削除します。
System.monitoring.recordLimitDays

システムに保持するモニタリング データの最大
日数。デフォルトは、1825 日です。

System.monitoring.timeFrameSettings

すべてのチャートを示すのに使用されるデフォ
ルトの期間。ユーザが保存するデータは変更さ
れません。デフォルトは、Last Hour です。

System.registration.autoActivation

Central Manager に登録されている WAAS および
WAAS Express デバイスを自動的にアクティブに
する自動アクティベーション機能のステータス。
デフォルトは、true です（デバイスは自動的に
登録されます）。

System.rpc.timeout.syncGuiOperation

Central Manager の WAE 接続との GUI 同期操作の
タイムアウト（秒）。デフォルトは、50 秒です。
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表 10-4

システム設定プロパティの説明 （続き）

システム プロパティ

説明

System.security.maxSimultaneousLogins

ユーザに許可される WAAS Central Manager の最
大同時セッション数。同時セッションを無制限
に許可する場合は 0（ゼロ、デフォルト）を指定
します。セッションを終了するには、Central
Manager からログオフする必要があります。
ユーザがログオフせずにブラウザを閉じた場合、
セッションは 120 分後にタイムアウトするまで
閉じられません（タイムアウトは設定できませ
ん）。許可される並列セッションの数を超えた場
合も、タイムアウトになるまで Central Manager
GUI に再びアクセスできません。この設定は
CLI から Central Manager デバイスへのアクセス
には影響を及ぼしません。

System.security.webApplicationFilter

JavaScript、SQL、または制限された特殊文字の
入力を拒否する Web アプリケーション フィルタ
のステータス。デフォルトは false です。

System.standby.replication.maxCount

スタンバイ Central Manager に複製される統計
データ レコードの最大数（1,000 単位）。範囲は、
10 ～ 300 です。デフォルトは、200（200,000 レ
コード）です。この数字を増やすことは推奨で
きません。

System.standby.replicationTimeout

スタンバイ Central Manager への複製を待つ最大
秒数。範囲は、300 ～ 3600 秒です。デフォルト
は、900 秒です。このタイムアウトを減らすこと
は推奨できません。

System.WcmIosUser.enable

登録済みの IOS デバイスでの WCM ユーザの作
成を有効にします。グローバル / デバイス レベ
ル /DG レベルの IOS ルータ クレデンシャル ペー
ジは、システム プロパティが有効になっている
と非表示になります。

システム プロパティの値を表示または変更するには、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、[Configure] > [Global] > [System Properties] を選択します。
[Config Properties] ウィンドウが表示されます

ステップ 2

変更するシステム プロパティの横にある [Edit] アイコンをクリックします。[Modifying Config
Property] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

変更するシステム プロパティに応じて、ドロップダウン リストから、新しい値を入力するか、
新しいパラメータを選択します。

ステップ 4

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
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Web アプリケーション フィルタの設定
Web アプリケーション フィルタは、WAAS Central Manager GUI をクロスサイト スクリプティ
ング（XSS）攻撃から保護するセキュリティ機能です。XSS セキュリティ問題は、事前にコン
テンツの検証またはエンコードを行わずに、ユーザから発信されたデータを Web ブラウザに送
信すると生じる可能性があります。これにより、悪意のあるスクリプティングがクライアント
ブラウザで実行され、データベースの整合性が損なわれる可能性があります。
このセキュリティ機能により、WAAS ユーザが送信するすべてのアプリケーション パラメータ
は、HTML ページに読み込まれる前に検査および/または符号化されることが確認されます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

Web アプリケーション フィルタの有効化

•

セキュリティ検査

Web アプリケーション フィルタの有効化
Web アプリケーション フィルタを有効にするには、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、[Configure] > [Global] > [System Properties] を選択します。
[Config Properties] ウィンドウが表示されます
（注）

ステップ 2

CLI を使用してこの機能を有効にすることはできません。この機能はデフォルトで無効
に設定されています。

system.security.webApplicationFilter 項目の横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying Config Property] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Value] ドロップダウン リストから [true] を選択して、この機能を有効にします。
Central Manager ユーザに対し、この機能を有効にした後、ログアウトしてから再度ログインす
ることを勧める確認メッセージが表示されます。

ステップ 4

[OK] をクリックし、[Submit] をクリックします。

ステップ 5

ログアウトしてから再度ログインします。

セキュリティ検査
Web アプリケーション フィルタ機能では、入力検査とサニタイズという 2 つの方法を使用して
セキュリティを検証します。入力検査では、データを受け入れる前にすべての入力データを検
査します。サニタイズは、データ内にすでに存在する悪意のある設定やスクリプトが実行され
ることを防止します。
ここでは、次の内容について説明します。
•

入力検査

•

サニタイズ
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入力検査
入力検査は、Central Manager データベースに入力されるすべてのデータをスキャンするもの
で、admin ユーザだけが設定できます。
Central Manager GUI を使用して送信されたデータに XSS の疑いがある場合はすべてブロックさ
れます。入力がブロックされると、警告が表示されます
入力データは次の XSS フィルタ ルールと照合されます。
•

セミコロン（;）が含まれる場合、入力は拒否されます。

•

山カッコ（<>）で囲まれている場合、入力は拒否されます。

•

上記のタグ（&#60、&#62、%3c、%3e）の生成に間接的に使用される可能性がある場合、
入力は拒否されます。

サニタイズ
サニタイザは、データベースに対して XSS 攻撃があったときに、悪意のある設定やスクリプト
がブラウザで実行されるのを防止します。ユーザはサニタイズを設定することはできません。
Central Manager から送信された設定データに XSS の疑いがある場合は、[Device Groups] > [All
Device Groups] ページに赤色で表示されます。

オフライン WAAS デバイスの高速検出の設定
オフライン デバイスの高速検出を有効にすると、オフライン WAAS デバイスを高速に検出で
きます。WAAS デバイスは、2 回以上のポーリング期間にわたって getUpdate（get configuration
poll）要求で WAAS Central Manager にアクセスできない場合、オフラインとして宣言されます
（この機能の詳細については、オフライン デバイスの高速検出についてを参照してください。）
オフライン WAAS デバイスの高速検出を設定するには、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、[Configure] > [Global] > [Fast Device Offline Detection] を
選択します。[Configure Fast Offline Detection] ウィンドウが表示されます。
（注）

オフライン デバイス高速検出機能は、WAAS Central Manager がデバイスから最初の
UDP ハートビート パケットと getUpdate 要求を受信するときだけ有効です。

ステップ 2

WAAS Central Manager でデバイスのオフライン ステータスをすばやく検出できるようにするに
は、[Enable Fast Offline Detection] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[Heartbeat Rate] フィールドで、デバイスが UDP ハートビート パケットを WAAS Central
Manager へ送信する必要がある頻度を秒で指定します。デフォルトは 30 秒です。

ステップ 4

[Heartbeat Fail Count] フィールドに、デバイスがオフラインと宣言される前にデバイスから
WAAS Central Manager への送信中にドロップできる UDP ハートビート パケットの数を指定し
ます。デフォルトは 1 です。

ステップ 5

[Heartbeat UDP Port] フィールドで、デバイスが UDP ハートビート パケットをプライマリ
WAAS Central Manager へ送信するために使用するポート番号を指定します。デフォルトは、
ポート 2000 です。
[Maximum Offline Detection Time] フィールドには、失敗したハートビート カウントとハート
ビート速度の積が表示されます。
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最大オフライン検出時間 = 失敗したハートビート カウント X ハートビート速度
オフライン デバイスの高速検出機能を有効にしていない場合、WAAS Central Manager は、デバ
イスがオフラインと宣言される前に、デバイスが getUpdate 要求でアクセスされるまで 2 回以
上のポーリング期間を待ちます。ただし、オフライン デバイスの高速検出機能を有効にする
と、WAAS Central Manager は、[Maximum Offline Detection Time] フィールドに表示される値を
超えるまで待ちます。
WAAS Central Manager がデバイスから Cisco Discovery Protocol（CDP）を受信すると、2 X
（ハートビート速度）X（失敗したハートビート カウント）の期間の後で、WAAS Central
Manager GUI にデバイスがオフラインとして表示されます。
ステップ 6

（注）

[Submit] をクリックします。

Central Manager で、Fast WAE 設定のオフライン検出ページを変更すると、デバイスが一時的に
オフラインとして表示される場合があります。設定の変更がデバイスに反映されると、デバイ
スはオンラインとして再度表示されます。

オフライン デバイスの高速検出について
WAAS デバイスと WAAS Central Manager の通信に User Datagram Protocol（UDP）を使用する
と、オフラインになったデバイスをより高速に検出できます。UDP ハートビート パケットは、
指定した間隔で WAAS ネットワーク内の各デバイスからプライマリ WAAS Central Manager へ
送信されます。プライマリ WAAS Central Manager は、各デバイスから UDP ハートビート パ
ケットを受信した最後の時刻を追跡します。WAAS Central Manager は、指定した個数の UDP
パケットを受信しない場合、応答しないデバイスのステータスをオフラインとして表示しま
す。UDP ハートビートは getUpdate 要求より必要な処理量が少ないため、より頻繁に送信でき、
WAAS Central Manager はより高速にオフライン デバイスを検出できます。
この機能を有効または無効にする、2 個の UDP パケット間の間隔を指定する、および失敗した
ハートビート カウントを設定することができます。ハートビート パケット速度は、2 個の UDP
パケットの間隔として定義されます。WAAS Central Manager GUI は、指定したハートビート パ
ケット速度と失敗したハートビート カウントの値を使用して、ハートビート速度と失敗した
ハートビート カウントの積としてオフライン検出時間を表示します。オフライン デバイスの
高速検出を有効にすると、WAAS Central Manager は、UDP をサポートしていないネットワーク
セグメントに存在するデバイスを検出し、getUpdate（get configuration poll）要求を使用してオ
フライン デバイスを検出します。
デフォルトで、オフライン デバイスの高速検出機能は無効になっています。

アラーム過負荷検出の設定
WAAS デバイスは、Node Health Manager からの着信アラーム レートを追跡できます。着信アラー
ム レートが最高水準点（HWM）を超えると、WAAS デバイスはアラーム過負荷状態になりま
す。この状況は、複数のアプリケーションがエラー条件を報告するために同時にアラームを上げ
ると発生します。WAAS デバイスがアラーム過負荷状態になると、次の状況が発生します。
•

それ以降のアラーム発信およびクリア動作に関する SNMP トラップは、一時停止されます。
raise alarm-overload アラームと clear alarm-overload アラームに対応するトラップが送信されま
す。ただし、raise alarm-overload アラームが発信されてから clear alarm-overload アラームが発
信されるまでの間に行われたアラーム動作に関するトラップは一時停止されます。
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•

アラーム過負荷発信およびクリア通知は、ブロックされません。アラーム過負荷状態は、
SNMP と構成管理システム（CMS）に伝達されます。ただし、アラーム過負荷状態では、
SNMP と CMS に個々のアラームは通知されません。情報は、CLI を使用しないと入手でき
ません。

•

アラーム レートが最低水準点（LWM）を下回るレベルまで減少するまで、WAAS デバイ
スはアラーム過負荷状態のままです。

•

着信アラーム レートが LWM より下がると、WAAS デバイスはアラーム過負荷状態から出
て、アラーム カウントを SNMP と CMS に報告し始めます。

WAAS デバイスがアラーム過負荷状態にある場合、Node Health Manager は、WAAS デバイスで
上げられるアラームを記録し、着信アラーム レートを追跡し続けます。WAAS デバイスで上げ
られるアラームは、Cisco Wide Area Application Services Command Reference に説明されている
show alarm CLI コマンドを使用して表示できます。
WAAS デバイス（またはデバイス グループ）のアラーム過負荷検出を設定するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [Alarm Overload Detection] を選択します。[Alarm Overload Detection
Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

複数のアプリケーションがエラー条件を報告したときに、WAAS デバイス（またはデバイス グ
ループ）がアラーム発信とクリア動作を一時停止するように設定しない場合は、[Enable Alarm
Overload Detection] チェックボックスの選択を解除します。このチェックボックスは、デフォ
ルトでオンになっています。

ステップ 4

[Alarm Overload Low Water Mark (Clear)] フィールドで、それより下がると WAAS デバイスがア
ラーム過負荷状態から出る 1 秒あたりの着信アラーム数を入力します。
最低水準点とは、アラームを再起動する前にアラームの数が下がる必要がある最低水準です。
デフォルト値は 1 です。最低水準点は、最高水準点値未満でなければなりません。

ステップ 5

[Alarm Overload High Water Mark (Raise)] フィールドで、それを超えると WAAS デバイスがア
ラーム過負荷状態に入る 1 秒あたりの着信アラーム数を入力します。デフォルト値は 10 です。

ステップ 6

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

CLI からアラーム過負荷検出を設定するには、alarm overload-detect グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

E メール通知サーバの設定
レポートを定期的に生成するようスケジュールし、レポートが生成されたときに、レポートへ
のリンクを 1 人または複数の受信者に E メール送信することが可能です（詳細については、第
15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」のレポートの管理
を参照してください。）
E メール通知を有効にするには、次の手順に従って、WAAS Central Manager に E メール サーバ
設定を構成する必要があります。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name] を選択します。Central Manager
デバイスを選択する必要があります。

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

10-26

第 10 章

その他のシステム設定の構成
IPMI over LAN の使用

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [Email Notification] を選択します。[Configure Email Server Details]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Mail Server Hostname] フィールドに、E メール送信に使用される SMTP E メール サーバのホス
ト名を入力します。

（注）

SMTP メール サーバだけがサポートされています。他の種類のメール サーバを設定し
た場合、E メール通知は失敗します。

ステップ 4

[Mail Server Port] フィールドに、ポート番号を入力します。デフォルトは、ポート 25 です。

ステップ 5

[Server Username] フィールドに、有効な E メール アカウントのユーザ名を入力します。

ステップ 6

[Server Password] フィールドに、E メール アカウントのパスワードを入力します。

ステップ 7

[From Address] フィールドに、E メール通知の送信者として表示される E メール アドレスを入
力します。

ステップ 8

[Submit] をクリックします。

IPMI over LAN の使用
インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス（IPMI）over LAN は、
WAVE-294/594/694/7541/7571/8541 アプライアンスのリモート プラットフォーム管理サービス
を提供します。IPMI は、管理者がハードウェアおよびセンサーをモニタし、システム コン
ポーネントを制御し、重要なシステム イベントのログを取得してリモート管理およびリカバリ
を実行する方法を定義する、オープンな標準テクノロジーです。IPMI はベースボード管理コン
トローラ（BMC）上で実行され、WAAS とは独立して動作します。IPMI over LAN を設定し、
WAAS 上で有効にすると、WAAS が応答不能になった場合やデバイスの電源がオフになってい
る（ただし、電源に接続されている）場合であっても、許可されたユーザは BMC にリモート
からアクセスできます。IPMI v2 準拠の管理ユーティリティ（ipmitool、OSA SMbridge など）
を使用して BMC にリモートから接続して、IPMI の操作を実行できます。
IPMI over LAN 機能は、次のリモート プラットフォーム管理サービスを提供します。
•

WAAS アプライアンスの電源オン、電源オフ、および電源再投入のサポート。

•

現場交換可能ユニット（FRU）の情報を調べ、センサーの値を読み取ることによる、
WAAS ハードウェア コンポーネントのヘルスのモニタ。

•

重要なシステム イベントのログを取得して、リモート管理およびリカバリを実行。

•

IPMI セッションを介した、WAAS アプライアンスへのシリアル コンソール アクセスのサ
ポート。

•

IPMI Serial over LAN（SoL）のサポート：IPMI SoL は、リモート ユーザが IPMI セッショ
ンでシリアル コンソールを使用して WAAS アプライアンスにアクセスすることを可能にし
ます。

IPMI over LAN 機能および IPMI SoL 機能は CLI コマンドを使用して設定することができ、以下
を含みます。
•

IPMI LAN インターフェイスの設定

•

IPMI LAN ユーザの設定

•

リモート IPMI アクセスのためのセキュリティ設定
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•

IPMI over LAN の有効化/無効化

•

IPMI SoL の有効化/無効化

•

BMC LAN チャネルのデフォルト設定の復元

•

現在の IPMI over LAN 設定および IPMI SoL 設定の表示

IPMI over LAN の設定の詳細については、BMC の設定によるリモート プラットフォーム管理を
参照してください。
BMC ファームウェア アップデート

IPMI over LAN を使用するには、特定の BMC ファームウェア バージョンがデバイスにインス
トールされている必要があります。サポートされる最小 BMC ファームウェア バージョンは、
次のとおりです。
•

WAVE-294/594/694—48a

•

WAVE-7541/7571/8541—26a

WAAS バージョン 4.4.5 以降とともに工場から出荷された WAAS アプライアンスには、正しい
ファームウェアが必ずインストールされています。以前のバージョンの WAAS ソフトウェアと
ともに出荷されたデバイスを更新する場合は、BMC ファームウェアを更新する必要がありま
す（以前に更新されていない限り）。
正しいファームウェア バージョンを実行しているかどうかを判断するには、show bmc info コ
マンドを使用します。次の例では、デバイス（ここでは 48a）に最新の BMC ファームウェア
バージョンがインストールされていることが表示されています。
wave# show bmc info
Device ID
Device Revision
Firmware Revision
IPMI Version
Manufacturer ID
Manufacturer Name
Product ID
Product Name
Device Available
Provides Device SDRs
Additional Device Support
Sensor Device
SDR Repository Device
SEL Device
FRU Inventory Device
Aux Firmware Rev Info
0x0b
0x0c
0x08
0x0a
...

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

32
1
0.48
2.0
5771
Unknown (0x168B)
160 (0x00a0)
Unknown (0xA0)
yes
no

<<<<< version 48

:

<<<<< a

BMC ファームウェア アップデートが必要な場合は、cisco.com の [Wide Area Application Service
(WAAS) Firmware] ダウンロード ページ（登録済みのお客様のみ）からダウンロードできます。
ファームウェアのバイナリ イメージの名前は waas-bmc-installer-48a-48a-26a-k9.bin です。ある
いは、新しいバージョンを使用できる場合があります。使用可能な最新のファームウェア更新
を使用してください。
次のコマンドを使用して、ネットワーク上の FTP を介して使用可能なイメージ ファイルから、
ファームウェアを更新できます。
copy ftp install ip-address remotefiledir waas-bmc-installer-48a-48a-26a-k9.bin
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アップデート プロセスが BMC ファームウェアのヘルス ステータスを自動的に確認します。
BMC ファームウェアの破損が検出された場合、BMC は BMC ファームウェア アップデート手
順中に回復されます。更新プロセスは全体で数分かかります。デバイスは応答不能として表示
される場合がありますが、プロセスを中断したり、デバイスの電源を再投入しないでくださ
い。更新が完了した後には、デバイスをリロードする必要があります。
デバイスがリブートしたら、show bmc info コマンドを使用して、ファームウェア バージョン
を確認できます。
BMC のリカバリおよび BMC ファームウェアの更新を行うと、BMC の出荷時の初期状態が復
元され、現在のすべての IPMI over LAN 設定が消去されます。
BMC ファームウェアの破損が起こった場合は、クリティカル アラームが発生します。

BMC の設定によるリモート プラットフォーム管理
この項では、IPMI over LAN および IPMI SoL を有効にしてリモート プラットフォーム管理を実
行するために必要な最小限の手順について説明します。この項では、次のトピックについて取
り上げます。
•

IPMI over LAN の有効化

•

IPMI SoL の有効化

IPMI over LAN の有効化
IPMI over LAN を有効にするには、bmc lan コマンドを使用して次の手順を実行します。
ステップ 1

デフォルトの BMC LAN IP アドレスを変更します。

ステップ 2

BMC デフォルト ユーザ（user 2）のパスワードを変更します。

ステップ 3

IPMI over LAN を有効にします。

ステップ 4

番号 2 のユーザのユーザ名およびパスワードを使用し、IPMI セッション v2.0 を介してリモー
ト クライアントから BMC にアクセスします。BMC へのアクセスに使用されるデフォルトの暗
号スイートは 3 です。これは、RAKP-HMAC-SHA1 認証アルゴリズム、HMAC-SHA1-96 整合
性アルゴリズム、および AES-CBC-128 暗号化アルゴリズムを指定します。

ステップ 5

BMC over a IPMI セッション v1.5 にアクセスするには、user 2 の IPMI セッション バージョン設
定を v2.0 から v1.5 に変更します。

IPMI SoL の有効化
IPMI SoL を有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS デバイス上で IPMI over LAN（IoL）を設定し、有効にします。

ステップ 2

リモート クライアント上で、BMC ユーザが IPMI セッション v2.0 を介して IoL 操作を正常に実
行できることを確認します。

ステップ 3

リモート クライアント上で、WAAS コンソールのボー レートの 9600 bps と一致するように、
端末のボー レートを変更します。

ステップ 4

WAAS デバイス上で IPMI SoL を有効にします。
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ステップ 5

IPMI 管理ツールが ipmitool の場合は、リモート クライアント上で次のコマンドを使用して、
特定の BMC ユーザの SoL ペイロード ステータスを確認します。
ipmitool -I lanplus -H bmc-ip-address -U bmc-user-name sol payload status 1 bmc-user-userid
次に例を示します。
# ipmitool -I lanplus -H 2.1.4.70 -U user3 sol payload status 1 3
Password:
User 3 on channel 1 is disabled

ステップ 6

このユーザの SoL ペイロードが無効になっている場合は、次のコマンドを使用して、このユー
ザの SoL ペイロードを有効にします。
ipmitool -I lanplus -H bmc-ip-address -U bmc-user-name sol payload enable 1 bmc-user-userid
次に例を示します。
# ipmitool -I lanplus -H 2.1.4.70 -U user3 sol payload enable 1 3
Password:
# ipmitool -I lanplus -H 2.1.4.70 -U user3 sol payload status 1 3
Password:
User 3 on channel 1 is enabled

ステップ 7

リモート クライアント上で次のコマンドを使用して、WAAS デバイスへのシリアル コンソー
ルを開きます。
ipmitool -I lanplus -H bmc-ip-address -U bmc-user-name sol activate

ステップ 8

これで、リモート クライアント上で WAAS デバイスのコンソール セッションを開始しました。
完了したら、~. のエスケープ文字を使用して接続を終了します。

Cisco IOS ルータ デバイスの管理
WAAS Central Manager を使用して、WAAS Express および AppNav-XE デバイスを管理できま
す。これらは、両方とも WAAS 関連ソフトウェアを使用して展開された Cisco IOS ルータです。
[Central Manager] メニューは、これらのデバイスが WAAS アプライアンス機能のサブセットを
実装する際に、WAAS Express または AppNav-XE デバイスがコンテキストとして選択されたと
きに、フル メニューのサブセットを表示します。
Central Manager と Cisco IOS Express デバイスは HTTPS プロトコルを使用して通信します。
WAAS Central Manager と Cisco IOS ルータ デバイス間の通信を確立するには、Cisco IOS ルータ
デバイスを Central Manager に登録する必要があります。Central Manager GUI を使用して Cisco
IOS ルータ デバイスを登録するのが最も簡単な方法です。
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

Central Manager GUI を使用した Cisco IOS ルータ デバイスの登録

•

ルータ クレデンシャルの設定

•

CLI を使用した Cisco IOS ルータの登録

•

ルータ デバイス証明書の再インポート
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Central Manager GUI を使用した Cisco IOS ルータ デバイスの登録
ルータを WAAS Central Manager に登録する前に、すべてのバナー設定（ユーザ名、パスワー
ド、ホスト名などのキーワード）をルータから削除する必要があります。なぜなら、登録プロ
セスが中断し、故意ではないエラーがスローされるためです。
Cisco IOS ルータ デバイスを登録するには、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、[Admin] > [Registration] > [Cisco IOS Routers] を選択し
ます。[Cisco IOS Router Registration] ウィンドウが表示されます。
（注）

Central Manager GUI を使用して Cisco IOS ルータ デバイスを登録するには、SSH v1 ま
たは v2 がルータで有効になっている必要があります。

ステップ 2

ルータが使用する IP アドレスのタイプ（IPv4 または IPv6）を選択します。Central Manager が
有効な IPv6 アドレスで設定されている場合のみ、IPv6 オプションは使用可能です。

ステップ 3

[IP Address（es）] フィールドに、登録するルータの IP アドレスをカンマで区切って入力しま
す。IP アドレス、ホスト名、ルータのタイプ、およびステータスが、[Registration Status] テー
ブルに表示されます。

（注）

IOS ルータではホスト名にドット（“.”）を含めることはできますが、この特殊文字は
WAAS デバイスのホスト名では使用できません。ホスト名にドットが含まれる
AppNav-XE デバイスをインポートしようとすると、インポートが失敗し、次のエラー
メッセージが表示されます。「 Registration failed for the device devicename
ConstraintException; Invalid AppNav-XE name: X.X since name includes invalid
character ‘.’.」

また、登録する IP アドレスのリストを含む CSV ファイルをアップロードすることもできます。
リストをアップロードするには、[Import CSV file] オプション ボタンをクリックし、[Choose
File] ボタンをクリックし、ファイルを参照して [Open] クリックします。各 IP アドレスは別々
の行にある必要があります。
ステップ 4

ユーザ名、パスワード、および有効化パスワードを入力して、ルータのログイン クレデンシャ
ルを設定します。ルータでユーザを作成する必要がある場合は、ユーザの設定を参照してくだ
さい。

ステップ 5

[HTTP Authentication Type] で、[local] または [AAA] を選択します。
（注）

現在ルータで設定されている HTTP 認証タイプを選択します。現在の設定と異なる
HTTP 認証タイプを選択すると、ルータの既存の設定が上書きされ、ルータとの通信に
HTTP を使用できなくなる可能性があります。以前に確立された認証クレデンシャルを
持つルータとの通信は失敗します。

ステップ 6

Central Manager の [IP Address] フィールドに、Central Manager に使用するルータの IP アドレス
を入力します。このフィールドは、当初は現在の Central Manager の IP アドレスが入力されま
すが、NAT 環境ではこの設定を変更する必要がある場合があります。

ステップ 7

[Register] ボタンをクリックし、登録ステータスが成功になったことを確認します。
結果はログ ファイル（/local/local1/errlog/waasx-audit.log）で表示できます。
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Cisco IOS ルータ デバイスが正しく登録されると、Central Manager は、そのデバイスを登録ス
テータス テーブルとすべてのデバイス リストに表示します。
追加デバイスを登録する場合は、[Reset] ボタンを使用してすべてのフィールドからデータをク
リアし、次の設定を入力します。

Cisco IOS ルータ デバイスにソフトウェア ライセンスをインストールする必要がある場合があ
ります。詳細については、ルータでのライセンスのインストールを参照してください。

ルータ クレデンシャルの設定
Central Manager が Cisco IOS ルータ デバイスにアクセスする場合は、Central Manager でルータ
クレデンシャルを設定する必要があります。
Central Manager では、すべての Cisco IOS ルータ デバイスに適用されるグローバル クレデン
シャルを定義できます。あるいは [Admin] > [Authentication] > [WAAS Express
Credentials/AppNav-XE Credentials] メニュー項目を使用することにより、デバイス グループま
たは個々のデバイス レベルでクレデンシャルを定義できます。デバイス グループまたは個々
のデバイスのクレデンシャルを設定するには、まず Cisco IOS ルータ登録プロセスを完了して
から、ルータ デバイス グループまたはデバイスのクレデンシャルを設定する必要があります。
デバイスのクレデンシャルとデバイス グループのクレデンシャルは、グローバル クレデン
シャルよりも優先されます。
グローバル ルータ クレデンシャルを設定するには、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、[Admin] > [Security] > [Cisco IOS Router Global
Credentials] を選択します。[Cisco IOS Router Global Credentials] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Username] フィールドに、Cisco IOS ルータで定義されているユーザ名を入力します。ルータ
でユーザを作成する必要がある場合は、ユーザの設定を参照してください。

（注）

Cisco IOS ルータ デバイスで HTTP サーバに対してローカルまたは AAA 認証を使用して
いない場合、つまり、デフォルトの HTTP サーバ設定である ip http authentication
enable を使用する場合、[Username] フィールドの指定は任意です。（ルータでの HTTP
セキュア サーバの有効化 を参照）。

ステップ 3

[Password] フィールドに、指定したユーザ名のパスワードを入力します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

デバイス グループ レベルまたは個々のデバイス レベルでクレデンシャルを設定するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。[Device/ Device Group Home] ページが表示されます。
[Admin] >[Authentication] > [WAAS Express Credentials/AppNav-XE Credentials] メニュー項目の
順に進みます。

ステップ 2

[Username] フィールドに、Cisco IOS ルータで定義されているユーザ名を入力します。ルータ
でユーザを作成する必要がある場合は、ユーザの設定を参照してください。
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（注）

Cisco IOS ルータ デバイスで HTTP サーバに対してローカルまたは AAA 認証を使用して
いない場合、つまり、デフォルトの HTTP サーバ設定である ip http authentication
enable を使用する場合、[Username] フィールドの指定は任意です。（ルータでの HTTP
セキュア サーバの有効化 を参照）。

ステップ 3

[Password] フィールドに、指定したユーザ名のパスワードを入力します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

（注）

Central Manager でルータ クレデンシャルを変更しても、ルータ デバイス自体の設定値は変更
されません。影響を受けるのは、Central Manager に保存されているルータ クレデンシャルだけ
です。

CLI を使用した Cisco IOS ルータの登録
表 10-5 に示されている手順を実行することにより、CLI を使用して Central Manager に Cisco
IOS ルータ デバイスを登録することもできます。この手順は、WAAS Express と AppNav-XE の
両方を実行する Cisco IOS ルータに適用されます。
表 10-5

CLI を使用して Cisco IOS ルータを登録するためのチェックリスト

タスク
1. ユーザ名とパスワードを設定します。

追加情報と手順
ルータと Central Manager に同じユーザ名とパスワードが設定される
ので、Central Manager は管理目的でルータにログインできます。
詳細については、ユーザの設定を参照してください。

2.

プライマリ Central Manager 管理サーバ ルータはセキュア HTTPS サーバの通信に Central Manager 証明書が必
証明書をルータにインポートします。 要です。
詳細については、Central Manager 証明書のインポートを参照してくだ
さい。

3.

ルータ証明書を設定します。

Central Manager デバイスは、セキュア HTTPS サーバの通信用にこの
ルータ証明書を要求します。
詳細については、ルータ証明書の設定を参照してください。

4.

5.

6.

ユーザ認証を使用して、セキュア
HTTP サーバを有効にします。

Central Manager とルータの通信を有効にします。

永久 WAAS ソフトウェア ライセンス
をインストールします。

WAAS Express ソフトウェアがルータ上で動作できるようになります。

NTP サーバを設定します。

詳細については、ルータでの HTTP セキュア サーバの有効化を参照し
てください。
詳細については、ルータでのライセンスのインストールを参照してく
ださい。
ルータと Central Manager の間で時間の同期を維持します。
詳細については、NTP サーバの設定を参照してください。

7.

ルータを Central Manager に登録します。 ルータを Central Manager に登録します。
詳細については、ルータの登録を参照してください。
以降では、これらの手順について詳しく説明します。
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ユーザの設定
ルータと Central Manager が通信するために設定する最初の手順は、ルータと Central Manager
で同じユーザを設定することです。
ユーザを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ルータ CLI にログインします。

ステップ 2

username IOS コンフィギュレーション コマンドを使用して、ルータ上で特権レベル 15 を持つ
ローカル ユーザを設定します。
router#config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
router(config)#username cisco privilege 15 password 0 cisco
router(config)#exit

あるいは、外部 TACACS+ または RADIUS ユーザを設定することができます。詳細はこの手順
の後の説明を参照してください。
ステップ 3

実行コンフィギュレーションを保存します。
router#write memory
Building configuration...
[OK]

ステップ 4

WAAS Central Manager で、ルータ クレデンシャルの設定の説明に従って、ルータ クレデン
シャルを設定します。

ルータで外部 TACACS+ ユーザを設定するには、ルータで次のコンフィギュレーション コマン
ドを使用します。
router#config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
router(config)#aaa new-model
router(config)#aaa authentication login default group tacacs+
router(config)#aaa authorization exec default group tacacs+
router(config)#tacacs-server host host-ip
router(config)#tacacs-server key keyword

ルータで外部 RADIUS ユーザを設定するには、ルータで次のコンフィギュレーション コマン
ドを使用します。
router#config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
router(config)#aaa new-model
router(config)#aaa authentication login default group radius
router(config)#aaa authorization exec default group radius
router(config)#radius-server host host-ip
router(config)#radius-server key keyword

TACACS+ または RADIUS の外部認証サーバは Cisco ACS 4.x または 5.x の必要があります。
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Central Manager 証明書のインポート
次の手順では、Central Manager からルータに証明書をインポートします。
証明書をインストールするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

Central Manager CLI にログインします。

ステップ 2

次のように show crypto EXEC コマンドを使用して、管理証明書を表示します。
waas-cm#show crypto certificate-detail admin
...
-----BEGIN CERTIFICATE----TIICezCCAeSgAwIBAgIEVwMK8zANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBgTELMAkGA1UEBhMC
VVMxEzARBgNVBAgTCkNhbGlmb3JuaWExETAPBgNVBAcTCFNhbiBKb3NlMQ0wCwYD
VQQLEwRDTkJVMRswGQYDVQQKExJDaXNjbyBTeXN0ZW1zLCBJbmMxHjAcBgNVBAMT
FWRvYy13YWFzLWNtLmNpc2NvLmNvbTAeFw0wODA3MjQxOTMwMjNaFw0xMzA3MjMx
OTMwMjNaMIGBMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTERMA8G
A1UEBxMIU2FuIEpvc2UxDTALBgNVBAsTBENOQlUxGzAZBgNVBAoTEkNpc2NvIFN5
c3RlbXMsIEluYzEeMBwGA1UEAxMVZG9jLXdhYXMtY20uY2lzY28uY29tMIGfMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCy10xBfsUDTh5imYwkkterx/IqkNQO7KB/
M0wqIK2j4zj4BpR1ztKaFyEtGjqGpxPBQ54V9EHGmGUljx/Um9PORk3AXyWoUsDf
o0T2Z94FL5UoVUGzUia6/xiUrPCLNf6BLBDGPQg970QtZSU+DYUqjYHzDgv6yXFt
viHARbhZdQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBADKF7aIeQ+Uh4Y2zZJwlaIF7
ON+RqDvtyy4DNerEN9iLI4EFO/QJ+uhChZZU8AKR8u3OnLPSNtNck33OWwMemcOd
QGhnsMtiUq2VuSh+A3Udm+sMLFguCw5RmJvqKTrj3ngAsmDBW3uaK0wkPGp+y3+0
2hUYMf+mCrCOwBEPfs/M
-----END CERTIFICATE-----

ステップ 3

証明書テキストの、出力の BEGIN CERTIFICATE と END CERTIFICATE 行の間の部分をコピー
します。

ステップ 4

ルータ CLI にログインします。

ステップ 5

次のようにして、Central Manager の証明書を設定します。
router#config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
router(config)#crypto pki trustpoint wcm
router(ca-trustpoint)#enrollment terminal pem
router(ca-trustpoint)#exit
router(config)#crypto pki authenticate wcm
Enter the base 64 encoded CA certificate.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself

ステップ 6

ステップ 3 で Central Manager からコピーした証明書を貼り付けます。

ルータ証明書の設定
ルータには、HTTPS 通信の確立時に Central Manager によって要求される証明書が必要です。
この手順ではルータに永続的な自己署名証明書を設定する方法を説明していますが、CA 署名
付き証明書を使用することもできます。
ルータ証明書を設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

ルータ CLI にログインします。
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ステップ 2

ルータの自己署名証明書を作成します。

（注）

CSCsy03412 により、証明書を登録する前に、ip domain name name を設定する必要があ
ります。ip domain name を設定しなかった場合、IOS はリロード時に自己署名証明書を
再生成します。これは、WAAS Central Manager との通信に影響を及ぼします。

router#config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
router(config)#crypto pki trustpoint local
router(ca-trustpoint)#enrollment selfsigned
router(ca-trustpoint)#subject-alt-name routerFQDN
router(ca-trustpoint)#exit
router(config)#crypto pki enroll local
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: yes
% Include an IP address in the subject name? [no]: yes
Enter Interface name or IP Address[]: 10.10.10.25
Generate Self Signed Router Certificate? [yes/no]: yes
Router Self Signed Certificate successfully created

ルータが Central Manager に登録された後にルータ証明書を変更した場合は、Central Manager に
証明書を再インポートする必要があります。詳細については、ルータ デバイス証明書の再イン
ポートを参照してください。

ルータでの HTTP セキュア サーバの有効化
Central Manager とルータは HTTPS プロトコルを使用して通信します。ルータで HTTP セキュ
ア サーバを有効にする必要があります。
HTTP セキュア サーバを有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ルータで、HTTP セキュア サーバを有効にします。
router#config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
router(config)#ip http secure-server

（注）

ステップ 2

現在ルータで設定されている HTTP 認証タイプを選択します。現在の設定と異なる
HTTP 認証タイプを選択する場合、ルータの既存の設定が上書きされ、ルータとの通信
に HTTP を使用できなくなります。

次のようにして、ローカル ユーザの HTTP サーバ用認証を設定します。
router(config)#ip http authentication local

外部 TACACS+ または RADIUS のユーザ認証を使用している場合、次のようにして HTTP サー
バの認証を設定します。
router(config)#ip http authentication aaa
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（注）

HTTP サーバにローカルまたは AAA 認証を設定しなかった場合は、有効化パスワードのみが認
証に使用されます。
（デフォルトは ip http authentication enable です。ここでは、パスワードの
み使用し、ユーザ名は使用しません。）このデフォルト設定を使用する場合、Central Manager
でルータのユーザ名クレデンシャルを定義する必要はありません。（ユーザの設定 を参照）。

ルータでのライセンスのインストール
ルータには、WAAS Express または AppNav-XE ソフトウェアを実行するために 1 つ以上のライ
センスが必要です。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。
ライセンスをインストールするには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

ルータ上の license コマンドにアクセス可能な場所に、適切なライセンスを取得してコピーします。

ステップ 2

ルータで、ライセンスをインストールします。
router#license install ftp://infra/licenses/FHH122500AZ_20100811190225615.lic

この例ではライセンスの取得とインストールに FTP を使用していますが、このコマンドにはさ
まざまなオプションを使用できます。展開に最適なオプションを選択してください。
ステップ 3

実行コンフィギュレーションを保存します。
router#write memory
Building configuration...
[OK]

NTP サーバの設定
WAAS ネットワーク内のデバイス間で時刻の同期を保つことが重要です。すでに Central
Manager 用に NTP サーバが設定されている必要があります（NTP 設定の構成を参照）。
ルータに対して NTP サーバを設定するには、次のようにルータで ntp server グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。
router#config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
router(config)#ntp server 10.10.10.55

ルータの登録
Central Manager を使用したルータの設定の最後の手順は、デバイスの登録です。Central
Manager の IP アドレスを確認しておく必要があります。
ルータを Central Manager に登録するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS-Express ルータの場合、次のように Central Manager に登録します。
router#waas cm-register https://CM_IP_Address:8443/wcm/register

WAAS Express ルータを IPv6 アドレスで登録するには、次のように登録します。
router#waas cm-register https://[CM_IPv6_Address]:8443/wcm/register
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AppNav-XE ルータの場合、次のように Central Manager に登録します。
router#appnav cm-register https://CM_IP_Address:8443/wcm/register
router#appnav cm-register https://[CM_IPV6_Address]:8443/wcm/register

このコマンドの URL に、示されているとおりに Central Manager IP アドレスを指定します。必
ず、コロンとポート番号 8443 を指定してください。
永久 WAAS ライセンスがルータにインストールされていない場合は、評価ライセンスを継続す
る条項に同意する必要があります。評価ライセンスの有効期限は 60 日間です。
ステップ 2

実行コンフィギュレーションを保存します。
router#write memory
Building configuration...
[OK]

Central Manager にルータを正しく登録すると、Central Manager は、最初に管理ステータスが
[Pending] で、ライセンス ステータスが [Active] であるデバイスを [Manage Devices] ページに表
示します。Central Manager がデバイスの設定とステータスを取得すると、管理ステータスは
[Online] に変わり、ライセンス ステータスは [Permanent]（または [Evaluation]、[Expires in x
weeks y days]）に変わります。

ルータ デバイス証明書の再インポート
Central Manager にルータ デバイスを登録した後に、ルータ デバイス証明書を変更した場合は、
一致する証明書を Central Manager に再インポートする必要があります。
ルータ デバイス証明書を再インポートするには、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

[Admin] > [Authentication] > [Identity Certificate] を選択します。[Certificate] ウィンドウが表示さ
れます。
[Certificate Info] タブに、デバイスの証明書情報が表示されます。[Certificate in PEM Encoded
Format] タブに、PEM 形式の証明書が表示されます。このタブから証明書をコピーして、次の
手順の貼り付け操作で使用できます。

ステップ 3

ステップ 4

タブの上部に表示されている次のオプション ボタンのいずれかを選択して、選択した証明書を
Central Manager にインポートします。
•

[Upload PEM file]：[Choose File] をクリックし、証明書を含む PEM ファイルを検出します。

•

[Manual]：表示されるテキスト フィールドに PEM エンコード証明書を貼り付けます。

[Submit] をクリックします。
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事前登録された IOS デバイスでの新しい WAAS Central Manager IOS
ユーザの作成
システム プロパティが有効にされる前に WAAS Central Manager（WCM）にすでに登録されて
いるルータは、WCM と通信するためには移行する必要があります。この通信を有効にするに
は、新しい WAAS CM IOS ユーザを作成する必要があります。それは進行中の通信が WCM と
の通信に同じ IOS ユーザを使用するためです。
[Home] > [Configure] > [System Properties] > [WcmIosUser] の順に選択して
System.WcmIosUser.enable が有効にされている場合にのみ、[WAAS Express User Creation Tool]
ウィンドウが表示されます。
登録済みの IOS デバイスで新しい WAAS Central Manager IOS ユーザを作成するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Home] > [Admin] > [Security] > [WCM Cisco IOS User Creation
Tool] の順に選択します。[WAAS Express User Creation Tool] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ユーザ名とパスワードを入力して、ルータのログイン クレデンシャルを設定します。

ステップ 3

ルータの IP アドレス タイプ（IPv4 または IPv6）を選択します。次に、ルータの IP アドレスの
入力方式を選択します。
[IP Address（es）] フィールドに、移行する WAAS Express ルータの IP アドレスをカンマで区
切って入力します。IP アドレス、ホスト名、およびステータスが [Status] テーブルに表示され
ます。
また、移行する IP アドレスのリストを含む CSV ファイルをアップロードすることもできます。
リストをアップロードするには、[Upload File] チェックボックスを選択してから、[Choose File]
ボタンをクリックし、ファイルを参照して [Open] クリックします。各 IP アドレスは別々の行
にある必要があります。

ステップ 4

[Update] ボタンをクリックして、新しい WAAS CM IOS ユーザをルータで作成し、ユーザ作成
ステータスが正常であることを確認します。
追加の事前登録されたルータに移行する場合は、[Reset] ボタンを使用してすべてのフィールド
からデータをクリアし、次の設定を入力します。

ISR-WAAS のホスト名の設定
ISR-WAAS は、Cisco ISR で動作する仮想 WAAS インスタンスです。ハードウェアまたは外部
アプライアンスを追加しなくても、追加の最適化を実現します。
v5.5.5 よりも後の WAAS では、ISR-WAAS ホスト名を設定できます。（バージョン 5.5.1 よりも
前の WAAS では、ISR-WAAS はシステムで生成されたホスト名を ISR ルータから受信し、これ
は編集できません。）

（注）

ISR-WAAS のホスト名は、ISR ルータのホスト名とは関係がありません。ISR ルータのホスト
名を変更しても、ISR-WAAS のホスト名は変更されません。
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（注）

ISR-WAAS デバイスのソフトウェア バージョンが 6.x から 5.5.5 よりも前のバージョンにダウン
グレードされる場合、ホスト名の設定はこのデバイスではサポートされません。
それぞれの ISR-WAAS イメージは、表 10-6 に示されるように複数のプロファイルに組み込ま
れています。各プロファイルは、ISR-WAAS 仮想インスタンスによって使用されるリソースお
よびサポートされる接続の数を決定します。デフォルトは、最高数の接続が含まれるプロファ
イルです。システム要件を満たすプロファイルを選択することができます。
表 10-6

ISR-WAAS 用の Cisco ISR-4451-X の要件

ISR-WAAS

ルータの DRAM（GB） SSD（各 200GB） コンパクト フラッシュ（GB）

ISR-WAAS-750

8

1

16

ISR-WAAS-1300

16

1

16

ISR-WAAS-2500

16

2

32

ここでは、次の内容について説明します。

（注）

•

Cisco WAAS CM での ISR-WAAS ホスト名の設定

•

CLI を使用した ISR-WAAS ホスト名の設定

•

ISR-WAAS ホスト名のリセット

ISR-WAAS を導入して登録する方法については、『Configuration Guide for Integrated
AppNav/AppNav-XE and ISR-WAAS on Cisco ISR 4451-X』を参照してください。

Cisco WAAS CM での ISR-WAAS ホスト名の設定
Cisco WAAS CM で ISR-WAAS ホスト名を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Devices] >[device-name] を選択して、ISR-WAAS デバイスがオンラインであることを確認します。
[Device Dashboard] ウィンドウが表示され、デバイスのステータス（[Pending]、[Installed]、
[Online]、[Inactive]）を含む情報が示されます。
（注）

ステップ 2

ISR-WAAS インスタンスの OVA 新規導入時に、ISR-WAAS のデフォルト名は
router-name isr-waas です。ホスト名が kwaas インスタンスで変更された後は、CLI コマ
ンド no-hostname を使用してそのホスト名を kwaas インスタンスで変更するまで、
kwaas インスタンスはルータから更新を受け取りません。

ISR WAAS のホスト名を変更するには、[Devices] > [ISR WAAS Device] > [Activation] の順に選
択します。
選択したデバイスのプロパティを編集するためのフィールドがある [Device Activation] が表示
されます。[Name] フィールドには、最初はデフォルトの ISR-WAAS ホスト名、
router-hostname-isr-waas があります。
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ステップ 3

[Activation] ウィンドウの [Name] フィールドに、ISR-WAAS ホスト名の新しい名前を入力しま
す。最大 30 文字の英数字（ハイフンを含む）を入力できます。ホスト名では、大文字と小文
字が区別されます。$、#、* などの特殊文字は使用できません。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

ステップ 5

新しいホスト名が保存されたことを確認するには、show hosts コマンドをクリックします。

CLI を使用した ISR-WAAS ホスト名の設定
ISR ルータの CLI を使用して ISR-WAAS のホスト名を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ルータ CLI コマンド show virtual-service list を使用して、ISR-WAAS デバイスがオンラインで
あることを確認します。
show virtual-service list を使用すると、図 10-1 に示すように、各デバイスのステータスが表示
されます。考えられる状態は、[Installing]、[Installed]、[Install Failed]、[Activating]、
[Activated]、[Activated Failed]、[Deactivating]、[Deactivated]、および [Error] です。
図 10-1

show virtual-service list の出力例

router# show virtual-service list
Virtual Service List:
Name
Status
Package Name
----------------------------------------------------------------------------multiova
Activated
multiova-working.ova
WAAS
Installed
ISR4451X-WAAS-5.5.5...

ステップ 2

ISR-WAAS デバイスにログインします。

ステップ 3

コンフィギュレーション モードを開始し、ルータのグローバル コンフィギュレーション コマ
ンド hostname hostname を使用して新しいホスト名を指定します。最大 30 文字の英数字（ハイ
フンを含む）を入力できます。$、#、* などの特殊文字は使用できません。
Router# config
Router (config)# hostname isr-waas-rs4a

ステップ 4

show hosts コマンドを使用して、新しい ISR-WAAS ホスト名が保存されていることを確認します。

ISR-WAAS ホスト名のリセット
restore factory default コマンドを使用して、ISR-WAAS ホスト名をリセットします。ただし、
restore factory default コマンドとそのパラメータによって生成される結果が異なることに注意
してください。
•

ISR-WAAS ホスト名を工場出荷時の名前（-IRS-WAAS）にリセットするには、restore
factory-default コマンドを使用します。このバージョンのコマンドでは、デバイス設定全
体とすべてのデータを工場出荷時の状態にリセットします。
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•

ISR-WAAS ホスト名を保持するが、デバイス設定の他の部分とデータをリセットするには、
restore factory-default preserve basic-config コマンドを使用します。このバージョンのコマ
ンドでは、すべてのデバイス設定とすべてのデータは工場出荷時の状態にリセットされま
すが、ISR-WAAS ホスト名、ドメイン名、ネーム サーバ、ネットワーク インターフェイス
は保持されます。

restore factory-default コマンドの使用の詳細については、
『Cisco Wide Area Application Services
Command Reference Guide』を参照してください。
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ファイル サービスの設定
この章では、ブランチ オフィスのユーザが集中管理されたデータセンターに保存されている
データに、より効率的にアクセスできるファイル サービスを設定する方法について説明しま
す。ファイル サービス機能は、ブランチ オフィスのユーザ付近の Edge Wide Area Application
Engines（WAE）でデータをキャッシュして、WAN の遅延と帯域幅制限を解決します。Cisco
Wide Area Application Services（WAAS）ファイル サービスは、サーバ メッセージ ブロック
（SMB）アプリケーション アクセラレータを使用します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する Cisco WAAS Central Manager と WAE を総称する用語と
して「Cisco WAAS デバイス」を使用します。WAE という用語は、WAE および Cisco Wide
Area Virtualization Engine（WAVE）アプライアンスおよび Cisco Virtual WAAS（vWAAS）イン
スタンスを指します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

ファイル サービスについて

•

ファイル サービス機能の概要

•

ファイル サービスの準備

•

ファイル サービスの設定

ファイル サービスについて
今日、企業は、国内と海外のさまざまな地域にリモート オフィスを構えています。一般に、こ
れらのリモート オフィスには、ローカル ユーザに必要なデータを保存し、管理するために、
独自のファイル サーバがあります。
このような運用には、各リモート オフィスでファイル サーバを購入し、管理し、アップグ
レードするためにコストがかかるという問題があります。これらのファイル サーバを保守する
ために、特にサーバの障害に備えてデータを保護するために、膨大なリソースと人員を配置す
る必要があります。リモート オフィスは、必要なレベルのデータ保証を実現するために、リ
モート サイトでデータをバックアップし、一般に遠隔の安全な場所まで輸送するための専任の
リソースを割り当てる必要があります。このシナリオにリモート オフィスの数（数十、数百、
数千など）を掛けると、このような企業データ管理の方法では、コストが急激に増加し、重大
なデータのリスクが大幅に増えることがわかります。
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論理的な解決策は、データを正しく管理するために必要な設備、訓練を受けた人員、およびス
トレージ容量が存在する中央の場所へ企業のすべての重要なデータを移動する方法です。デー
タセンターがバックアップや他のストレージ管理設備を提供することで、企業は、社員の生産
性とストレージの使用率を改善し、データ保証とセキュリティを強化することができます。
企業のデータセンターとリモート オフィス間の WAN は、帯域幅の制限と大きな遅延により、
信頼性が低く、低速になる傾向があります。さらに、WAN には、データセンター ソリュー
ションの実装に対する他の阻害要因があります。
その 1 つは、WAN 経由で動作するファイル サーバ プロトコルです。ファイル操作のたびに、ク
ライアントとファイル サーバの間で、複数のプロトコル メッセージが交換されます。この状況
は、LAN では意識されませんが、WAN 経由の場合はただちに大きな遅延になります。また、こ
のような大きな遅延により、ファイル サーバ プロトコル自体が停止する場合があります。
ファイル サーバ プロトコルが WAN 経由で正しく機能できる場合でも、通常は各トランザク
ションの間に長い遅延が存在します。多くの場合、これらの遅延により、ワード プロセシング
プログラム、イメージ編集プログラム、および設計ツールのようなユーザ アプリケーションが
タイムアウトし、正常に動作しなくなる可能性があります。
信頼性の低い WAN、ファイル システム プロトコルの互換性、およびユーザ アプリケーション
の互換性のような問題は、ユーザ エクスペリエンスに影響し、生産性が低下する使いにくい作
業環境の原因になります。
WAAS ファイル サービス機能は、ユーザ付近の Edge WAE でデータをキャッシュして、WAN
の遅延と帯域幅制限を解決します。このデータ キャッシング方法では、ブランチ オフィスの
ユーザが WAN を介して LAN と同様の速度で集中管理されたデータにアクセスできます。ソ
リューションは、いくつかの重要な概念に基づいています。
•

WAN の使用を最小限にする：WAN、WAAS を通過する必要がある動作の数を最小限にす
ると、WAN によって発生する多くの障害からユーザが効率的に保護されます。

•

WAN を最適利用する：ファイル サービス機能は、システムが WAN を最適利用できる高度
なキャッシング、圧縮、およびネットワーク最適化テクノロジーを使用します。

•

ファイル システム プロトコルの意味を維持する：WAAS ソフトウェアは、WAN 経由で独
自のプロトコルを使用しますが、標準のファイル システム プロトコル コマンドの意味を
完全に維持します。これは、ネットワーク上のデータの統一性と正確性を維持するために
重要です。

•

ソリューションをユーザに透過的にする：最善のソリューションは、エンドユーザの操作
を中断せず、ユーザが業務方法を変更する必要がなく、ジョブを気付かれずに実行するソ
リューションです。WAAS ファイル サービス ソリューションは、サーバ側とクライアント
側のいずれにもソフトウェアをインストールする必要がなく、ユーザが新しいことを学習
する必要もありません。ユーザには、作業方法を変える必要なくデータセンターの安全を
維持できるという利点があります。

WAAS ファイル サービス機能を使用すると、企業は、データを正しく管理するために必要な設
備、IT スタッフ、およびストレージ デバイスを提供するデータセンターにファイル サーバを
集約できます。
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図 11-1 に、WAAS ファイル サービスが設定された後の一般的な展開シナリオを示します。
図 11-1

WAAS ファイル サービス ソリューション

Branch office
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Domain
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ファイル サービス機能の概要
ここでは、WAAS ファイル サービス機能について概説します。内容は次のとおりです。
•

自動ディスカバリ

•

データ一貫性

•

Microsoft 製品との相互運用性

SMB トラフィックを高速化するには、次のアクセラレーションを使用できます。
•

SMB：SMB アクセラレータは WAAS バージョン 5.0.1 で導入されました。自動ディスカバリ
に依存し、トラフィックを透過的に加速しますが、事前配置はサポートしていません。この
アクセラレータには、特定のニーズに合わせて微調整できる設定オプションがあります。
このアクセラレータは、署名付き SMB トラフィック向けに SMB 1.0、2.0、および 2.1 プロ
トコルをサポートします。

（注）

レガシー モードの Cisco Wide Area File Services（WAFS）は、WAAS バージョン 4.4.1 以降では
サポートされなくなりました。レガシー WAFS をお使いの場合は、アップグレードする前に、
SMB アクセラレータに移行してください。

自動ディスカバリ
自動検出機能では、WAAS Central Manager で個々のファイル サーバを登録せずに、SMB を有
効にできます。自動ディスカバリ機能により、WAAS は、SMB 要求を受信すると、自動的に
新しいファイル サーバを検出し、そのファイル サーバに接続しようとします。
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データ一貫性
WAAS ソフトウェアは、相互に関係のある 2 つの機能を使用して、システム全体のデータ整合
性を保証します。その 1 つは、データの最新性を管理する一貫性です。もう 1 つは、複数のク
ライアントによるデータ アクセスを制御する並列性です。
複数の位置で複数のコピーを維持すると、そのうちのいくつかのファイルが変更される可能性
が増し、他のファイルとの一貫性が失われます。一貫性の意味は、鮮度の保証（コピーが最新
であるかどうか）、オリジン ファイルサーバから、または逆方向のアップデートの伝搬を行う
ために使用されます。
WAAS ソフトウェアは、組み込み一貫性ポリシーに次の一貫性の意味を適用します。
•

サイト内の厳格な SMB の動作：同じキャッシュのユーザは常に標準の厳格な SMB の一貫
性の意味を保証されます。

•

SMB を開くときのキャッシュ検証：SMB では、ファイルを開く操作は、ファイル サーバ
へパススルーされます。一貫性を守るため、WAAS ソフトウェアは、ファイルを開くたび
にファイルの最新性を検証し、ファイル サーバのバージョンが新しく更新されている場
合、キャッシュされたファイルを無効にします。
WAAS ソフトウェアは、キャッシュ内のファイルのタイム スタンプとファイル サーバ上の
ファイルのタイム スタンプを比較して、データを検証します。タイム スタンプが同一の場
合、Edge WAE 上のキャッシュされたコピーは有効と見なされ、ユーザは Edge WAE キャッ
シュからファイルを開くことを許可されます。
タイム スタンプが異なる場合、Edge WAE は、キャッシュからファイルを削除し、ファイ
ル サーバに最新のコピーを要求します。

•

キャッシュの予防的アップデート：WAAS ソフトウェアは、Edge WAE でキャッシュされ
ているデータの最新性を維持するために、SMB 環境での変更通知の使用をサポートしてい
ます。
クライアントがディレクトリまたはファイルを変更すると、Edge WAE は、ファイル サー
バへ変更通知を送信します。ファイル サーバは、変更されたディレクトリとファイルのリ
ストを含む、変更通知をすべての Edge WAE に送信します。変更通知を受信すると、各
Edge WAE は、キャッシュ内の通知にリストされているディレクトリとファイルを無効に
し、最新バージョンでキャッシュをアップデートします。
たとえば、ユーザが既存の Word 文書を編集し、Edge WAE キャッシュに変更を保存する
と、Edge WAE は、ファイルが変更されたことを知らせる変更通知をファイル サーバへ送
信します。次に、Edge WAE は、変更されたセクションをファイル サーバへ送信し、ファ
イル サーバは予防的に変更通知をネットワーク内の他の Edge WAE へ送信します。次に、
これらの Edge WAE は、すべてのアクセス ポイント全体でファイルが一貫するように
キャッシュをアップデートします。
このプロセスは、ディレクトリの名前を変更する、新しいサブディレクトリを追加する、
ファイルの名前を変更する、またはキャッシュされたディレクトリに新しいファイルを作
成するときにも適用されます。

•

SMB を閉じるときのフラッシュ：SMB では、ファイルを閉じる操作は、すべての書き込
みバッファをファイル サーバにフラッシュし、すべてのアップデートがファイル サーバに
伝達されたあとでは、閉じる要求だけが許可されます。一貫性の観点から、ファイルを開
くときの有効性とファイルを閉じるときのフラッシュとの組み合わせにより、OS を介して
ハードウェアにアクセスするアプリケーション（Microsoft Office など）がセッションとし
て動作することが保証されます。WAAS ネットワークでは、開く、ロック、編集、ロック
解除、および閉じるコマンドが正しく動作することが保証されます。
この許可プロセスは、ユーザがファイル サーバでアクセスする許可を持っていないキャッ
シュ内のディレクトリやファイルにアクセスすることを防止します。
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Microsoft 製品との相互運用性
WAAS ファイル サービス機能は、次の Microsoft SMB 機能と相互運用しています。
•

ユーザ認証と許可用の Active Directory

•

Microsoft DFS インフラストラクチャ

•

共有フォルダ用の Windows シャドウ コピーの説明に従う、共有フォルダ用の Windows
シャドウ コピー

共有フォルダ用の Windows シャドウ コピー
WAAS ファイル サービスは、Windows Server 2003 または 2008 オペレーティング システムの一
部である共有フォルダ用のシャドウ コピー機能をサポートしています。この機能は、Microsoft
Volume Shadow Copy Service を使用して、ユーザが前バージョンのフォルダやファイルを簡単
に表示できるように、ファイル システムのスナップショットを作成します。
WAAS 環境では、ユーザは、ネイティブ Windows 環境と同様に、キャッシュからフォルダまた
はファイルを右クリックし、[Properties] > [Previous Version] を選択して、シャドウ コピーを表
示します。
機能の制限事項を含む共有フォルダ用のシャドウ コピーの詳細については、Microsoft Windows
Server 2003 または 2008 の資料を参照してください。
ユーザは、Edge WAE 上のシャドウ コピー フォルダにアクセスするとき、ファイル サーバ上の
ネイティブ環境と同じ作業を実行できます。これには、次のような作業があります。
•

シャドウ コピー フォルダの参照

•

シャドウ コピー フォルダの内容のコピーまたは復元

•

シャドウ コピー フォルダ内のファイルの表示およびコピー

共有フォルダ機能用のシャドウ コピーは、次の作業をサポートしていません。
•

シャドウ コピー ディレクトリの名前の変更または削除

•

シャドウ コピー ディレクトリ内のファイルの名前の変更、作成、または削除

サポートされるサーバおよびクライアント
WAAS は、次のファイル サーバで共有フォルダ用のシャドウ コピーをサポートしています。
•

Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2

•

Windows Server 2003（SP1 付き、SP1 なし）

•

NetApp Data ONTap バージョン 6.5.2、6.5.4、7.0、および 7.3.3

•

EMC Celerra バージョン 5.3、5.4、および 5.6

WAAS は、次のクライアントの共有フォルダ用のシャドウ コピーをサポートしています。
•

Windows 7

•

Windows Vista

•

Windows XP Professional

•

Windows 2000（SP3 以降）

•

Windows 2003
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（注）

Windows 2000 および Windows XP（SP2 なし）クライアントでは、共有フォルダ用のシャドウ コ
ピーをサポートするために、前バージョンのクライアントをインストールする必要があります。

ファイル サービスの準備
WAE でファイル サービスを有効にする前に、必ず、次の作業を完了してください。
•

同一の設定で複数のデバイスを設定する場合は、ファイル サービスを有効にするすべての
デバイスを含むデバイス グループを作成したことを確認します。デバイス グループを作成
する方法については、第 3 章「デバイス グループとデバイス位置の使用」を参照してくだ
さい。

Cisco WAAS Network Module（NME-WAE）でのファイル サービ
スの使用
Cisco アクセス ルータに搭載したネットワーク モジュールで WAAS を稼働している場合は、
ファイル サービスをサポートするために特定のメモリ要件があります。ファイル サービスを
サポートするには、NME-WAE に少なくとも 1 GB の RAM が必要です。
デバイスに十分なメモリがないときにファイル サービスを有効にしようとすると、WAAS
Central Manager はエラー メッセージを表示します。
[Device Dashboard] ウィンドウで、デバイスのメモリ量を確認できます。詳細については、第
15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」の[Device
Dashboard] ウィンドウを参照してください。

ファイル サービスの設定
SMB トラフィックを加速するために、次のトピックの説明に従って、SMB アクセラレータを
有効にして設定することができます。
•

SMB アクセラレータの設定.

SMB アクセラレータの設定
表 11-1 に、SMB アクセラレータを設定するために完了する必要がある手順の概要を示します。
表 11-1

SMB アクセラレータを設定するためのチェックリスト

タスク
1. ファイル サービスを準備
する。
2.

SMB アクセラレーション
を有効化する。

追加情報と手順
WAAS デバイスでファイル サービスを有効にし、設定する前に、完了する必要が
ある作業を提供します。詳細については、ファイル サービスの準備を参照してく
ださい。
SMB アクセラレータを有効にして、設定します。詳細については、第 12 章「ア
プリケーション アクセラレーションの設定」のグローバル最適化機能の有効化と
無効化を参照してください。
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表 11-1

（続き）SMB アクセラレータを設定するためのチェックリスト

タスク
3. （任意）ダイナミック共有
を識別する。

追加情報と手順
エクスポートされたファイル サーバで、ダイナミック共有を識別します。ファイ
ル サーバがアクセス ベースの列挙（ABE）を使用してユーザに共有のさまざま
なビューを提供する場合、WAAS Central Manager でダイナミック共有を設定する
必要があります。
詳細については、SMB アクセラレータのダイナミック共有の作成を参照してくだ
さい。

SMB アクセラレータのダイナミック共有の作成
多くのファイル サーバがダイナミック共有を使用します。ダイナミック共有では、複数ユーザ
が同じ共有にアクセスできますが、その共有はユーザのクレデンシャルに基づいて自動的に別
のディレクトリにマップされます。一般に、ダイナミック共有は、ファイル サーバでユーザ
ホーム ディレクトリを設定するために使用されます。たとえば、ファイル サーバでダイナ
ミック共有として Home という名前のディレクトリを設定できます。この共有にアクセスする
各ユーザは、自動的にそれぞれの個人用ディレクトリへリダイレクトされます。
ファイル サーバにダイナミック共有が含まれる場合、またはアクセス ベースの列挙（ABE）
を使用している場合は、このセクションの説明に従って、そのダイナミック共有を WAAS
Central Manager に登録する必要があります。
WAAS Central Manager でダイナミック共有を定義すると、各ユーザが共有を異なるビューで表
示できるようになります。Windows Server で設定した場合には、ABE 操作が可能になります。
（注）

WAAS Central Manager でのダイナミック共有の設定により、CLI を使用して WAE デバイスで
直接設定されたダイナミック共有設定が上書きされます。
ダイナミック共有を追加する前に、次の前提条件に注意してください。
•

各ダイナミック共有は、ファイル サーバで一意でなければなりません。

•

WAAS Central Manager GUI を使用すると、ダイナミック共有として任意のディレクトリを
定義できます。ただし、ファイル サーバでダイナミック共有としてディレクトリを設定し
ないと、すべてのユーザが同じディレクトリから同じ内容を読み取り、または書き込みを
行います。クレデンシャルに基づいて異なるディレクトリへリダイレクトされません。

SMB アクセラレータのダイナミック共有を追加するには、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] > [File Services] > [SMB Dynamic Shares] を選択します。
ダイナミック共有のリストが表示されます。[Dynamic Shares] ウィンドウに設定されているす
べてのダイナミック共有が示されます。このウィンドウから、次の作業を実行できます。
•

既存のダイナミック共有の設定を編集するには、既存のダイナミック共有を [Dynamic
Share(s)] リストから選択し、[Edit] タスクバー アイコンをクリックします。

•

ダイナミック共有を削除するには、ダイナミック共有を [Dynamic Share(s)] リストから選択
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、新しいダイナミック共有定義を追加します。
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ステップ 3

[Add Dynamic Share] タスクバー アイコンをクリックして、新しいダイナミック共有を追加します。
[Dynamic Share] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[File Server] フィールドで、ダイナミック共有を持つファイル サーバの有効な FQDN または IP
アドレスを入力します。
ファイル サーバ名を指定した場合は、WAE が IP アドレスに解決します。

ステップ 5

登録されたファイル サーバが表示される [Resolved IP Address(es)] ドロップダウン リストから、
ファイル サーバを選択します。

ステップ 6

[Share] フィールドで次のいずれかの作業を実行して、ダイナミック共有の位置を指定します。
•

ファイル サーバでダイナミック共有の名前を入力します。共有名では、\、/、:、*、?、“、
<、>、| は使用できません。

•

[Share Name] フィールドの横にある [Browse] をクリックして、正しいルート ディレクトリ
までナビゲートします。

（注）

ステップ 7
ステップ 8

WAAS Central Manager に登録済みで、有効な SMB アクセラレータが搭載された
WAE デバイスが 1 つ以上存在している場合のみ、[Browse] ボタンが表示されます。

共有のステータスが enabled（有効）に設定されていることを確認します。ステータスを disabled
（無効）に変更すると、共有は WAAS 環境でのダイナミック共有として設定されません。
[OK] をクリックします。
これで、指定したディレクトリは、WAE のダイナミック共有として機能します。
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12

アプリケーション アクセラレーションの
設定
この章では、WAAS システムの WAN で加速されるアプリケーション トラフィックのタイプを
決定する、最適化ポリシーの設定方法について説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する Cisco Wide Area Application Services（Cisco WAAS）
Central Manager と Cisco Wide Area Application Engine（WAE）を総称する用語として「Cisco
WAAS デバイス」を使用します。用語 WAE は、WAE と Cisco Wide Area Virtualization Engine
（WAVE）アプライアンス、WAAS を実行している Cisco Services Ready Engine（SRE）サービス
モジュール（SM）、および Cisco Virtual WAAS（vWAAS）インスタンスを示します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

アプリケーション アクセラレーションについて

•

グローバル最適化機能の有効化と無効化

•

新しいトラフィック最適化ポリシーの作成

•

アプリケーション アクセラレーションの管理

アプリケーション アクセラレーションについて
Cisco WAAS ソフトウェアには、WAAS システムが最適化し、加速するアプリケーション トラ
フィックの種類を決定する 150 を超える事前定義された最適化ポリシーが組み込まれていま
す。これらの事前定義されたポリシーは、ネットワークで最も一般的な種類のアプリケーショ
ン トラフィックを網羅しています。定義済みポリシーのリストについては、付録 A「定義済み
最適化ポリシー」を参照してください。
各最適化ポリシーには、次の要素があります。
•

アプリケーション定義：アプリケーション名や WAAS Central Manager がアプリケーション
用の統計情報を収集するかどうかなど、特定のアプリケーションに関する一般的な情報を
識別します。

•

クラス マップ：特定のタイプのトラフィックを識別する一致条件が含まれます。たとえ
ば、デフォルトの HTTP クラス マップは、ポート 80、8080、8000、8001、および 3128 へ
進むすべてのトラフィックと一致します。最大 512 のクラス マップと 1024 の一致条件を作
成できます。
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•

ポリシー：アプリケーション定義とクラス マップを単一のポリシーとして結合します。ま
た、このポリシーは、WAAS デバイスが定義されたトラフィックに適用する最適化とアク
セラレーション機能を決定します（存在する場合）。最大 512 のポリシーを作成できます。
また、ポリシーには、トラフィックに適用され、アプリケーション レベルまたはグローバ
ル レベルで設定された DSCP を上書きする DiffServ コード ポイント（DSCP）マーキング
値も含めることができます。

WAAS Central Manager GUI を使用すると、事前定義されたポリシーの変更と、他のアプリケー
ション用の追加ポリシーの作成ができます。最適化ポリシーの作成の詳細については、新しい
トラフィック最適化ポリシーの作成を参照してください。レポートの表示、ポリシーの復元、
アプリケーションのモニタリング、およびその他の機能については、アプリケーション アクセ
ラレーションの管理を参照してください。

（注）

WAAS Central Manager で設定されたすべてのアプリケーション定義は、デバイス グループ メ
ンバーシップ設定を無視して、WAAS Central Manager に登録されているすべての WAAS デバイ
スにグローバルに適用されます。
WAAS ポリシーは、2 種類の最適化を、一致するトラフィックに適用できます。
•

TFO、DRE、および LZ 圧縮を含むレイヤ 4 最適化。これらの機能はすべてのタイプの TCP
トラフィックに適用できます。

•

アプリケーション固有のプロトコルを高速化するレイヤ 7 最適化。アプリケーション アク
セラレータはこれらの種類の最適化を制御します。

特定の最適化ポリシーに対して、DRE 機能でさまざまなキャッシング モードを使用できます
（WAAS ソフトウェア バージョン 4.4.1 以降）。
•

双方向：ピア WAE は着信トラフィックと発信トラフィックに同一のキャッシュを維持しま
す。このキャッシング モードは、ピア間で一方の方向に発生するトラフィックの大部分
が、逆方向でも発生するようなシナリオに最適です。4.4.1 よりも前の WAAS ソフトウェア
バージョンでは、サポートされるキャッシング モードがこのモードだけです。

•

単方向：ピア WAE は着信トラフィックと発信トラフィックに異なるキャッシュを維持しま
す。このキャッシング モードは、ピア間で一方の方向に発生するトラフィックの大部分
が、逆方向では発生しないようなシナリオに最適です。

•

アダプティブ：ピア WAE は、ピア間で発生するトラフィックの特性に基づいて、双方向ま
たは単方向のキャッシュをネゴシエートします。

事前定義された最適化ポリシーは、一般的なアプリケーション トランクに基づいて最適な
DRE キャッシング モードを使用するように設定されています。ただし、必要に応じてモード
を変更することもできます。

グローバル最適化機能の有効化と無効化
グローバル最適化機能は、デバイスまたはデバイス グループで、トラフィック フロー最適化
（TFO）
、データ冗長性除去（DRE）、および永続的圧縮を有効にするかどうかを決定します。デ
フォルトで、これらの機能は、すべて有効です。これらの機能の 1 つを無効にすると、デバイス
は、それが代行受信するトラフィックに完全な WAAS 最適化手法を適用できなくなります。
さらに、グローバル最適化機能には、EPM、HTTP、ICA、MAPI、NFS、SMB、および SSL の
各アプリケーション アクセラレータが含まれます。デフォルトで、すべてのアプリケーション
アクセラレータは有効です。アプリケーション アクセラレータには、動作するための特定のラ
イセンスも必要です。ライセンスのインストールについては、第 10 章「その他のシステム設
定の構成」のソフトウェア ライセンスの管理を参照してください。
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すべてのアプリケーション アクセラレータが動作するには、WAN リンクのどちらか一方の側
にあるピア WAE の両方でアクセラレータを有効化する必要があります。
グローバル最適化機能を有効または無効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [Enabled Features] を選択します。
[Enabled Features] ウィンドウが表示されます。
（注）

WAAS Express デバイスでは、標準機能の一部のみを使用できます。ISR-WAAS デバイスで
は、SMB アプリケーション アクセラレータはデフォルトで有効になっています。デバイ
ス グループの [Enabled Features] ウィンドウに、1 つは ISR-WAAS デバイス用、1 つは他の
あらゆる種類の WAE 用の 2 つの SMB アクセラレーションのオプションが表示されます。

WAAS Express の場合、アプリケーション アクセラレータの次の Express バージョンがサポート
されます。
•

HTTP アクセラレータ エクスプレス（HTTP アクセラレーションの設定参照）

•

SSL アクセラレータ エクスプレス（SSL アクセラレーションの設定参照）

アプリケーション アクセラレータの WAAS Express バージョンにおいて、標準 WAAS デバイス
のすべてのプロパティが使用できるわけではありません。

（注）

サポートされていない WAAS Express デバイスで DRE を有効にしようとすると、サ
ポートされていないことを示すメッセージが表示されます。

WAAS Express の [Restore Predefined Settings] アイコンは、HTTP/HTTPS、および SSL 暗号リス
トと SSL ピアリング サービスの定義済み設定に適用できます。
ステップ 3

有効にする最適化機能の横にあるチェックボックスを選択し、無効にする機能の横にある
チェックボックスの選択を解除します。各最適化機能の説明については、第 1 章「Cisco WAAS
の概要」のCisco WAAS の主なサービスを参照してください。
一部の機能には、設定名の横にあるリンクをクリックして実行できる追加設定があります。リ
ンクの隣の小さなターゲット アイコンの上にカーソルを置いて、現在の設定を示すダイアログ
ボックスを表示します。
•

[Data Redundancy Elimination] チェックボックスを選択した場合、[DRE Settings
Configuration] ウィンドウへのショートカットとして [DRE Settings] リンクをクリックでき
ます。詳細については、DRE の設定を参照してください。

•

[HTTP Accelerator] チェックボックスを選択した場合、[HTTP/HTTPS Settings] ウィンドウ
へのショートカットとして [HTTP Settings] リンクをクリックできます。詳細については、
HTTP アクセラレーションの設定を参照してください。

•

[ICA Accelerator] チェックボックスを選択した場合、[ICA Acceleration Configuration] ウィ
ンドウへのショートカットとして [ICA Settings] リンクをクリックできます。詳細について
は、ICA アクセラレーションの設定を参照してください。

•

[MAPI Accelerator] チェックボックスを選択した場合、[MAPI Settings] ウィンドウへの
ショートカットとして [MAPI Settings] リンクをクリックできます。詳細については、
MAPI アクセラレーションの設定を参照してください。
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（注）

•

[Encrypted MAPI Traffic Optimization] チェックボックスを選択した場合、[Encrypted
Services Configuration] ウィンドウへのショートカットとして [Mandatory Encryption
Configuration] リンクをクリックできます。詳細については、暗号化 MAPI アクセラレー
ションの設定を参照してください。

（注）

ステップ 4

[MAPI Accelerator] チェックボックスを選択すると、[Encrypted MAPI Traffic
Optimization] がデフォルトで有効になります。

暗号化された MAPI アクセラレーションを有効にするためには、MAPI アクセラレー
ションを最初に有効にする必要があります。

•

[SMB Accelerator] チェックボックスを選択した場合、[SMB Acceleration Configuration] ウィ
ンドウへのショートカットとして [SMB Settings] リンクをクリックできます。詳細につい
ては、SMB アクセラレーションの設定を参照してください。

•

[SSL Accelerator] チェックボックスを選択した場合、SSL アクセラレーションを有効にする
には、追加設定を実行する必要があります。詳細については、SSL アクセラレーションの
設定を参照してください。

オブジェクト キャッシュを有効にするには、[Object Cache Settings] セクションで、[Object
Cache] チェックボックスを選択します。
WAAS は、クライアント アプリケーションによる SMB ファイル アクセスのパフォーマンスを
向上させるために、オブジェクト キャッシングを実行します。また、オブジェクト キャッシ
ングは、WAN でのデータ転送の繰り返しを防止することにより、WAN での帯域幅および遅延
を最小限に抑えます。
個々のアプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュを有効にするには、次のガ
イドラインに従います。
•

（注）

個々のオブジェクト キャッシュを有効または無効にするためのコントロールが、その
アプリケーション アクセラレータの [Advanced Settings] 画面に表示されます。

オブジェクト キャッシュと個々のアプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュ
が正常に動作していることを確認するには、次のガイドラインに留意してください。
•

各アプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュは、グローバル オブジェク
ト キャッシュが有効または無効のどちらであるかには関係なく、有効または無効にするこ
とができます。

•

オブジェクト キャッシュを有効にしても、個々のアプリケーション アクセラレータ オブ
ジェクト キャッシュが自動的に有効になるわけではありません。

•

個々のアプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュは、関連付けられたア
プリケーション アクセラレータが有効または無効のどちらであるかには関係なく、有効ま
たは無効にすることができます。

•

オブジェクト キャッシュを有効にする前に、オブジェクト キャッシュに対してディスク割
り当てが行われていることを確認してください。

•

オブジェクト キャッシュには 15 GB に制限されています。この制限より大きいサイズの要
求では、ファイル全体はキャッシュされません。たとえば、ファイル サイズが 25 GB の場
合、このファイルのうち 15 GB のみがキャッシュされます。
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（注）

オブジェクト キャッシュと SMB アプリケーション アクセラレータを正常に動作させるため
に、SMB アプリケーション アクセラレータを有効にする前にオブジェクト キャッシュを有効
にしてください。

ステップ 5

[Advanced Settings] の領域では、[Blacklist Operation] 機能を無効にする場合、このチェックボッ
クスの選択を解除します。この機能により、WAE は、オプションのある TCP 設定パケットが
ブロックされるか、または WAE デバイスに戻らない状況に対し、よりよい対処を行うことが
できます。この動作は、オプションのある TCP 設定パケットをブロックするネットワーク デ
バイス（ファイアウォールなど）および非対称ルートにより発生する可能性があります。WAE
はオプションのある TCP パケットを受信できない元のサーバ（ファイアウォールの後ろにある
サーバなど）を追跡できるので、オプションのある TCP パケットをこれらのブラックリスト
サーバに送信しないことを学習します。WAAS は、オプションのある TCP パケットが削除され
る状況においても、ブランチ WAE とデータセンター WAE 間のトラフィックを加速できます。
この機能を有効のままにしておくことを推奨します。

ステップ 6

60 分のデフォルトのブラックリスト サーバ アドレス保持時間を変更する場合は、[Blacklist
Server Address Hold Time] フィールドに、新しい時間（分）を入力します。有効な範囲は、1 ～
10080 分（1 週間）です。
サーバ IP アドレスがブラックリストに追加されると、そのアドレスは設定された保持時間の間
ブラックリストに残ります。この時間の経過後、以降の接続時にも、サーバが受信できるかど
うかを WAE が再確認できるように、TCP オプションが含まれます。ネットワーク パケットの
損失により、サーバが誤ってブラックリストに載せられる可能性があるため、TCP オプション
の送信を定期的に再試行することは有用です。
[Blacklist Server Address Hold Time] フィールドを変更することにより、ブラックリスト時間を
短くしたり長くしたりできます。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。
変更がデバイスまたはデバイス グループに保存されます。

CLI から、TFO 最適化、DRE、および永続的圧縮を設定するには、tfo optimize グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。
CLI から EPM アクセラレーションを設定するには、accelerator epm グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
CLI から HTTP アクセラレーションを設定するには、accelerator http グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
CLI から ICA アクセラレーションを設定するには、accelerator ica グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
CLI から MAPI アクセラレーションを設定するには、accelerator mapi グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
CLI から NFS アクセラレーションを設定するには、accelerator nfs グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
CLI から SMB アクセラレーションを設定するには、accelerator smb グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
CLI から SSL アクセラレーションを設定するには、accelerator ssl グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
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CLI からグローバル オブジェクト キャッシュを設定するには、object-cache enable グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。
オブジェクト キャッシュを有効にすると、ディスクがまだオブジェクト キャッシュ用にパー
ティション分割されていない場合は SMB リソースを別の目的のために再利用することを確認
するプロンプトが表示されます。
初めてオブジェクト キャッシュにディスク リソースを割り当てる場合、ディスク パーティ
ション分割は次のリブート時まで有効にならないため、object-cache enable コマンドではデバ
イスをリブートするように促されます。その後設定が保存され、次のリブート時にオブジェク
ト キャッシュを再度有効にする必要はありません。

（注）

object-cache enable コマンドが正常に終了したことを確認するには、次の 2 つの条件を確認し
ます。
•

このコマンドを使用する前にオブジェクト キャッシュに対するディスク割り当てが行われ
ている。

•

accelerator smb グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用する前にこのコマンド
を使用する。

指定されたアプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュを有効にするには、
accelerator ao-name object-cache enable グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

（注）

各アプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュおよびグローバル オブジェクト
キャッシュが正常に機能していることを確認するには、以下のガイドラインに注意してください。
•

各アプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュは、グローバル オブジェク
ト キャッシュが有効または無効のどちらであるかには関係なく、有効または無効にするこ
とができます。

•

no object-cache enable グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してグローバル
オブジェクト キャッシュを無効にする前に、個々のアプリケーション アクセラレータ オ
ブジェクト キャッシュをすべて無効にする必要があります。

•

object-cache enable グローバル コンフィギュレーション コマンドは、自動的には個々のア
プリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュを有効にしません。

•

個々のアプリケーション アクセラレータ オブジェクト キャッシュは、関連付けられたア
プリケーション アクセラレータが有効または無効のどちらであるかには関係なく、有効ま
たは無効にすることができます。

CLI から Blacklist Operation 機能を設定するには、tfo auto-discovery グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
CLI からアプリケーション アクセラレータのステータスと統計情報を表示するには、show
accelerator および show statistics accelerator EXEC コマンドを使用します。
SMB プリント アクセラレータの統計情報を表示するには、show statistics accelerator smb
EXEC コマンドを使用します。
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各アプリケーション アクセラレータを設定する詳細については、次の項を参照してください。
•

HTTP アクセラレーションの設定

•

MAPI アクセラレーションの設定

•

暗号化 MAPI アクセラレーションの設定

•

SMB アクセラレーションの設定

•

ICA アクセラレーションの設定

•

SSL アクセラレーションの設定

•

SMB アクセラレーションの設定

DRE の設定
DRE 設定を有効にするには、[Enabled Features] ウィンドウで [Data Redundancy Elimination]
チェックボックスを選択します。
DRE の自動バイパスと負荷モニタを設定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [DRE Settings] を選択します。
[DRE Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

アラーム、および DRE 自動バイパス アプリケーション トラフィックを生成するには、[Enable
DRE auto bypass] チェックボックスを選択します。

ステップ 4

負荷レポートを有効にするには、[Enable DRE Load Monitor] チェックボックスを選択します。

ステップ 5

•

[disk latency maximum] は 1 ～ 1000 の範囲で設定できます。デフォルト値は 5 です。

•

[DRE load threshold] は 50 ～ 99 の範囲で設定できます。デフォルト値は 95 です。

[Submit] をクリックします。
変更がデバイスまたはデバイス グループに保存されます。

CLI から DRE 自動バイパスを有効にするには、dre auto-bypass enable グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
CLI から DRE 負荷モニタを有効にするには、dre load-monitor report グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

HTTP アクセラレーションの設定
HTTP アプリケーション アクセラレータは、HTTP トラフィックを加速します。HTTPS を最適化
するには、SSL と HTTP の両方を有効にし、プロトコル チェーンも有効にする必要があります。
デフォルトの Web 最適化ポリシーでは、トラフィックを HTTP アクセラレータに送信することが
定義されています。Web 最適化ポリシーは、HTTP クラス マップを使用し、これはポート 80、
8080、8000、8001、および 3128 上のトラフィックと一致します。他のポート上でも HTTP トラ
フィックが存在すると予測される場合は、HTTP クラス マップにそのポートを追加します。
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HTTP アクセラレータを有効化するには、[Enabled Features] ウィンドウで、[HTTP Accelerator]
チェックボックスを選択します。
HTTP アクセラレーション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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [HTTP/HTTPS Settings] を選択します。
[HTTP Acceleration Settings] ウィンドウが表示されます（図 12-1）。
（注）

図 12-1

ステップ 3

WAAS Express の場合、HTTP アクセラレーション設定は同じですが、[HTTP/HTTPS
Settings] ウィンドウのフィールドの配置が異なります。
[HTTP Acceleration Settings] ウィンドウ

[Enable HTTP metadatacache caching] チェックボックスを選択して、WAE による HTTP ヘッ
ダー（メタデータ）情報のキャッシングを有効にします。デフォルト設定では、有効になって
います。
[Metadata Cache Settings] 内のその他の設定を有効にするには、このチェックボックスを選択す
る必要があります。このチェックボックスがオンになっていない場合は、ヘッダーのキャッシ
ングは一切行われません。
HTTP メタデータのキャッシングの詳細については、HTTP メタデータ キャッシングについて
を参照してください。
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ステップ 4

[Enable HTTPS metadatacache caching] チェックボックスを選択して、WAE による HTTPS ヘッ
ダー（メタデータ）情報のキャッシングを有効にします（SSL トラフィックのペイロードとし
ての HTTP）。デフォルト設定では、有効になっています。
HTTP メタデータのキャッシングの詳細については、HTTP メタデータ キャッシングについて
を参照してください。

ステップ 5

[Maximum age of a Cache entry] フィールドに、HTTP ヘッダー情報をキャッシュ内に保持する最
大秒数を入力します。デフォルトは 86400 秒（24 時間）です。有効な期間の範囲は 5 ～
2592000 秒（30 日）です。

ステップ 6

[Minimum age of a Cache entry] フィールドに、HTTP ヘッダー情報をキャッシュ内に保持する最小
秒数を入力します。デフォルトは 60 秒です。有効な期間の範囲は 5 ～ 86400 秒（24 時間）です。

ステップ 7

[Enable local HTTP 301 redirect messages] チェックボックスを選択して、WAE によるキャッシン
グと、HTTP 301 メッセージのローカルでのサービスを有効にします。デフォルト設定では、
有効になっています。

ステップ 8

[Enable local HTTP 401 Authentication-required messages] チェックボックスを選択して、WAE に
よるキャッシングと、HTTP 401 メッセージのローカルでのサービスを有効にします。デフォ
ルト設定では、有効になっています。

ステップ 9

[Enable local HTTP 304 Not-Modified messages] チェックボックスを選択して、WAE による
HTTP 200 および 304 メッセージのキャッシングと、HTTP 304 メッセージのローカルでのサー
ビスを有効にします。デフォルト設定では、有効になっています。

ステップ 10 メタデータのキャッシングが適用される特定のファイル拡張子を設定するには、右端にある

[File extension filters] フィールドにファイル拡張子を入力します。複数の拡張子をカンマで区切
り（たとえば、jpeg, gif, png）、ファイル拡張子の先頭にはドット（.）を付けないでください。
デフォルトでは、ファイル拡張子フィルタが定義されないため、メタデータのキャッシングが
すべてのファイル タイプに適用されます。
ステップ 11 [Enable Pre-fetch Optimization] チェックボックスを選択して、エッジ WAAS デバイスにデータ

のプリフェッチを許可します。この設定はデフォルトでは有効になっていません。
この最適化は、Web ブラウザ ベースの Microsoft Office アプリケーションが Microsoft
SharePoint Server 2010 でホストされる Microsoft Office ドキュメント（MS Word、Excel のみ）
にアクセスするときに便利です。Word ドキュメントについては、クライアントに Microsoft
Silverlight がインストールされている必要があります。
このチェックボックスを選択すると、エッジ WAAS デバイスに対して、クライアントがドキュメ
ントの後続ページを実際に要求する前にそれらのページを SharePoint サーバからプリフェッチ
し、クライアントからの要求が到着したらキャッシュから提供するように指示します。コンテン
ツがロードされるのを待たずに、ドキュメントをシームレスにスクロールすることができます。

（注）

SharePoint のプリフェッチの最適化はブラウザ モードの表示でのみ機能します。

ステップ 12 [Suppress server compression for HTTP and HTTPS] チェックボックスを選択して、クライアント

とサーバの間のサーバ圧縮を抑制するように WAE を設定します。デフォルト設定では、有効
になっています。
このチェックボックスを選択することにより、WAE に HTTP および HTTPS 要求ヘッダーから
Accept-Encoding 値を削除するように指示して、Web サーバがクライアントに送信する HTTP お
よび HTTPS データを圧縮しないようにできます。これにより、WAE はその独自の圧縮を
HTTP および HTTPS データに適用できるようになります。通常は、ほとんどのファイルについ
て、Web サーバが行うよりもはるかに圧縮率が高くなります。ほとんど変化のない一部のファ
イル タイプ（.css ファイルや .js ファイルなど）については、この設定は無視され、Web サーバ
による圧縮が許可されます。

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

12-9

第 12 章

アプリケーション アクセラレーションの設定

グローバル最適化機能の有効化と無効化

ステップ 13 [Enable DRE Hints for HTTP and HTTPS] チェックボックスを選択することにより、DRE パ

フォーマンスを向上させるために DRE ヒントを DRE モジュールに送信します。DRE ヒント機
能は、デフォルトで有効になっています。
ステップ 14 [Submit] をクリックします。

変更がデバイスまたはデバイス グループに保存されます。

CLI から HTTP アクセラレーションを設定するには、accelerator http グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
メタデータ キャッシュの内容を表示するには、show cache http-metadatacache EXEC コマンド
を使用します。
メタデータ キャッシュをクリアするには、clear cache http-metadatacache EXEC コマンドを使
用します。
特定のクライアントまたは IP サブセットに対して特定の HTTP アクセラレータ機能を有効また
は無効にするには、HTTP サブネット機能を使用します。詳細については、HTTP アクセラ
レータ サブネットの使用を参照してください。

HTTP メタデータ キャッシングについて
メタデータ キャッシング機能を使用すると、ブランチ WAE の HTTP アクセラレータで特定の
サーバ応答をキャッシュし、クライアントにローカルに応答することができます。次のサーバ
応答メッセージがキャッシングされます。
•

HTTP 200 OK（If-None-Match

要求および If-Modified-Since 要求に適用される）

•

HTTP 301 redirect

•

HTTP 304 not modified（If-None-Match

•

HTTP 401 authentication required

要求および If-Modified-Since 要求に適用される）

次の場合には、メタデータ キャッシングは適用されません。

（注）

•

RFC 標準に準拠していない要求と応答

•

255 文字を超える URL

•

cookie ヘッダーを持つ 301 および 401 応答

•

HEAD メソッドの使用

•

パイプライン化されたトランザクション

メタデータ キャッシング機能は、WAAS バージョン 4.2.1 で導入されましたが、バージョン
4.2.1 が必要になるのはブランチ オフィスの WAE でだけです。この機能は、もっと低いバー
ジョンのデータセンター WAE 上の HTTP アクセラレータとも相互運用性があります。

HTTP アクセラレータ サブネットの使用
HTTP アクセラレータ サブネット機能を使用すると、ACL を使用して特定の IP サブネットに
対して特定の HTTP 最適化機能を選択して有効または無効にすることができます。この機能
は、HTTP 最適化（HTTP メタデータ キャッシング、HTTPS メタデータ キャッシング、DRE
ヒント、サーバ圧縮の抑制）に適用できます。
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IP サブネットを定義するには、ip access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。サブネット設定の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command
Reference』でこのコマンドを参照してください。標準 ACL と拡張 ACL の両方を使用できます。
HTTP アクセラレータ機能のサブネットを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

使用するすべての HTTP アクセラレータ機能に対してグローバル コンフィギュレーションを有
効にします。

ステップ 2

トラフィックのサブネットに使用する IP アクセス リストを作成します。
WAE(config)# ip access-list extended md_acl
WAE(config-ext-nacl)# permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255 any
WAE(config-ext-nacl)# permit ip 2.2.2.0 0.0.0.255 3.3.3.0 0.0.0.255
WAE(config-ext-nacl)# exit

ステップ 3

ACL を特定の HTTP アクセラレータ機能に関連付けます。ACL と HTTP アクセラレータ機能の
関連付けについては、
『Cisco Wide Area Application Services Command Reference 』で accelerator
http グローバル コンフィギュレーション コマンドを参照してください。
WAE(config)# accelerator http metadatacache access-list md_acl

この例では、HTTP メタデータ キャッシュ機能が、拡張アクセス リスト md_acl で指定された
条件と一致するすべての接続に適用されます。

次の例では、HTTP suppress-server-encoding 機能が、標準アクセス リスト 10 で指定された条件
と一致するすべての接続に適用されます。
WAE(config)# ip access-list standard 10
WAE(config-std-nacl)# permit 1.1.1.0 0.0.0.255
WAE(config-std-nacl)# exit
WAE(config)# accelerator http suppress-server-encoding accesslist 10

ACL が関連付けられていない機能（この例では、DRE ヒントと HTTPS メタデータ キャッ
シュ）の場合、グローバル コンフィギュレーションが使用され、それらの機能をすべての接続
に適用できます。

MAPI アクセラレーションの設定
MAPI アプリケーション アクセラレータは、Messaging Application Programming Interface
（MAPI）プロトコルを使用する Microsoft Outlook Exchange トラフィックを加速させます。
•

バージョンが 5.3.x よりも後の WAAS では、Microsoft Outlook 2000 ～ 2013 のクライアント
をサポートします。

•

バージョンが 5.2.x よりも前の WAAS では、Microsoft Outlook 2000 ～ 2010 のクライアント
をサポートします。

クライアントは、キャッシュ モードまたは非キャッシュ モードのいずれかの Outlook で設定で
きます。いずれのモードも加速されます。
メッセージ認証（署名）を使用するセキュア接続は、加速されません。また、MAPI over HTTP
は加速されません。

（注）

Microsoft Outlook 2007 および 2010 では、デフォルトで暗号化が有効です。MAPI アプリケー
ション アクセラレータを利用するには、暗号化を無効にする必要があります。
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MAPI アプリケーション アクセラレータが動作するには、EPM アプリケーション アクセラ
レータを有効にする必要があります。EPM は、デフォルトで有効です。さらに、システムで
は、タイプ EPM の最適化ポリシーを定義し、MAPI UUID を指定して、MAPI の [Accelerate] 設
定を行う必要があります。このポリシー（E メールとメッセージング アプリケーション用の
MAPI）は、デフォルトで定義されます。
MAPI など、EPM トラフィックでは通常定義済みのポートを使用しません。Outlook 管理者が
標準的ではない方法でスタティック ポートを使用するように Outlook を設定している場合、
Outlook 用に設定されたスタティック ポートと一致するクラス マップで MAPI トラフィックを
加速する新しい基本最適化ポリシーを作成する必要があります。

（注）

WAE が接続により過負荷状態になると、MAPI アプリケーション アクセラレータは、内部的に
予約されている接続リソースを使用して MAPI 接続の高速化を続けます。予約されていたリ
ソースも使い果たすと、接続リソースに空きができるまで、新しい MAPI 接続はパススルーさ
れます。
MAPI アクセラレータを有効化するには、[Enabled Features] セクションで、[MAPI Accelerator]
チェックボックスを選択します。

（注）

MAPI アクセラレーションを有効化すると、暗号化された MAPI アクセラレーションはデフォ
ルトで有効になります。
MAPI アクセラレーション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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [MAPI Settings] を選択します。
[MAPI Acceleration Settings] ウィンドウが表示されます（図 12-2）。
図 12-2

ステップ 3

[MAPI Acceleration Settings] ウィンドウ

[Reserved Pool Size Maximum Percent] フィールドに、TFO の過負荷時の MAPI 最適化用に予約
される最大接続数を制限するための、最大接続割合を入力します。プラットフォームの TFO 接
続制限に対する割合で指定します。有効な割合の範囲は 5 ～ 50 パーセントです。デフォルトは
15% です。この場合、MAPI アクセラレータで最適化されるクライアントとサーバの間のアソ
シエーション グループ（AG）ごとに約 0.5 の接続が予約されます。
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クライアントは、接続するサーバごとに少なくとも 1 つの AG を維持し、AG あたり約 3 つの接
続が平均で使用されます。AG あたりの平均接続数がそれよりも多い、または TFO の過負荷が
頻繁に発生する配置では、予約されるプール サイズの最大割合により大きい値を指定すること
を推奨します。
デバイスが TFO 過負荷になっていない場合は、予約された接続が使用されないままになってい
ます。予約された接続は、AG が終了すると解放されます。
ステップ 4

[Submit] をクリックします。
変更がデバイスまたはデバイス グループに保存されます。

暗号化 MAPI アクセラレーションの設定
暗号化 MAPI アクセラレーション機能は、ドメイン内のクライアントまたはサーバ、またはそ
の両方の認証に Microsoft Kerberos セキュリティ プロトコルおよび Microsoft Windows Active
Directory アイデンティティを使用して、セキュア MAPI アプリケーション プロトコルの WAN
最適化を行います。

（注）

暗号化された MAPI アクセラレーションを有効にするためには、MAPI アクセラレーションを
最初に有効にする必要があります。暗号化された MAPI アクセラレーションはデフォルトで有
効です。
ここでは、次の内容について説明します。
•

暗号化 MAPI 設定のワークフロー

•

暗号化 MAPI 設定の設定

•

マシン アカウント アイデンティティの設定

•

ユーザ アカウントの作成と設定

•

Microsoft Active Directory の設定

•

ドメイン アイデンティティおよび暗号化 MAPI 状態の管理

暗号化 MAPI 設定のワークフロー
暗号化 MAPI トラフィック アクセラレーションを設定するには、表 12-1 に示す作業を完了し
ます。必要がない（またはオプション）と指定されていない限り、これらのタスクはデータセ
ンターとブランチ オフィスの WAE の両方で実行する必要があります。
表 12-1

暗号化 MAPI 設定のタスク

タスク
1. DNS 設定を行う。
2.

NTP 設定を行う。

追加情報と手順
DNS 設定を構成するには、第 6 章「ネットワーク設定の
構成」の DNS サーバの設定を参照してください。
Active Directory で時間を同期させるには、第 10 章「その
他のシステム設定の構成」の NTP 設定の構成を参照して
ください。

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

12-13

第 12 章

アプリケーション アクセラレーションの設定

グローバル最適化機能の有効化と無効化

表 12-1

暗号化 MAPI 設定のタスク （続き）

タスク
3. WAE デバイスが WAAS Central
Manager に登録され、オンラ
インになっていることを確認
する。
4.
5.
6.

7.

追加情報と手順
WAE デバイスが WAAS Central Manager に登録されてオン
ラインになっていることを確認するには、第 15 章
「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブル
シューティング」の [Devices] ウィンドウを参照してくだ
さい。
SSL ピアリング サービスを設 SSL ピアリング サービスを設定するには、SSL ピアリン
定する。
グ サービスの設定を参照してください。
WAN Secure モードがイネーブ WAN Secure モードがイネーブルであるか確認するには、
ルであるか確認する。
show accelerator wansecure EXEC コマンドを使用します。
Windows ドメイン設定を行い、 Windows ドメイン サーバ認証の設定を行うには、第 7 章
『管理ログインの認証、許可、およびアカウンティングの
ドメイン参加を実行する。
設定』の Windows ドメイン サーバ認証設定の構成を参照
してください。
（ドメイン参加機能は Active
Directory にマシン アカウント
ブランチ オフィスの WAE デバイスでは、WAE のドメイ
を自動的に作成します）
ン参加の実行が必要ないことに注意してください。
マシン アカウント アイデンティティを設定するには、マ
ドメイン アイデンティティ
（マシン アカウントおよびオプ シン アカウント アイデンティティの設定を参照してくだ
ションのユーザ アカウント用） さい。
を設定する。
（任意）ユーザ アカウントを作成して、ユーザ アカウン
ト アイデンティティを設定するには、ユーザ アカウント
の作成と設定を参照してください。

ブランチ オフィスの WAE デバイスでは、ドメイン アイ
デンティティの設定は必要ないことに注意してください。
8. Windows Domain 暗号化サービ Windows Domain 暗号化サービスを有効にするには、
[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Encrypted
スを有効にする。
Services] ページに移動し、[Enable Encrypted Service]
チェックボックスを選択します。
9. 暗号化 MAPI トラフィック最
暗号化 MAPI トラフィックを有効にするには、グローバ
適化を有効にする。
ル最適化機能の有効化と無効化を参照してください。

暗号化 MAPI 設定の設定
暗号化 MAPI を設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

DNS 設定を行う。
トラフィック暗号化の DNS クエリーを解決するため、WAAS DNS サーバは Windows Active
Directory ドメインの DNS システムの一部であることが必要です。
DNS 設定を行う方法の詳細については、第 6 章『ネットワーク設定の構成』の DNS サーバの
設定を参照してください。

ステップ 2

Active Directory で時間を同期するために、NTP 設定を行う。
暗号化 MAPI アクセラレーションのために、WAAS デバイスは Active Directory と同期される必
要があります。WAAS NTP サーバは、トラフィックの暗号化を必要とする Active Directory ド
メイン コントローラ ドメインと時間同期を共有する必要があります。時間が同期されない場
合、暗号化 MAPI アクセラレーションは失敗します。
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Active Directory での時間の同期の詳細については、第 10 章「その他のシステム設定の構成」
のNTP 設定の構成を参照してください。
ステップ 3

WAE デバイスが WAAS Central Manager に登録され、オンラインになっているかどうかを確認
する。
WAE デバイスが WAAS Central Manager に登録されてオンラインになっていることの確認方法
の詳細については、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティ
ング」の[Devices] ウィンドウを参照してください。

ステップ 4

SSL ピアリング サービスを設定する。
（注）

SSL アクセラレータを有効にし、実行状態にする必要があります。

SSL ピアリング サービスの設定の詳細については、SSL ピアリング サービスの設定を参照して
ください。
ステップ 5

WAN Secure モードがイネーブルであるか確認する。
デフォルトのモードは Auto です。次の EXEC コマンドを使用して WAN Secure モードの状態を
確認できます。
show accelerator wansecure
必要に応じて、次のグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して WAN Secure モー
ドの状態を変更できます。
accelerator mapi wansecure-mode {always | auto | none}

ステップ 6 （ユーザ アカウントが手順 7 のドメイン アイデンティティ設定にのみ使用される場合、データ

センター WAE ではオプションです。）Windows ドメイン設定を行い、ドメイン参加を実行す
る。（ドメイン参加は Active Directory にマシン アカウントを自動的に作成します）。
（注）

ブランチ オフィスの WAE デバイスでは、WAE のドメイン参加の実行が必要ありません。

Windows ドメイン サーバ認証の設定を行うには、第 7 章『管理ログインの認証、許可、および
アカウンティングの設定』のWindows ドメイン サーバ認証設定の構成を参照してください。

（注）

ステップ 7

暗号化 MAPI アクセラレーションには Kerberos および Windows NT LAN Manager
（NTLM）認証が使用されます。WAAS 5.3.1 の場合、EMAPI に対して暗号化 NTLM ト
ラフィックがサポートされ、WAE デバイスは NTLM 認証を使用して設定されたドメイ
ンの NTLM トラフィックを最適化します。

ドメイン アイデンティティを設定する。（ブランチ オフィスの WAE では必要ありません）。
1 つのドメイン アイデンティティを持つように設定された、ユーザ アカウントまたはマシン ア
カウントのどちらかのアカウントが少なくとも 1 つ必要です。各デバイスは、最大で、5 つの
ドメイン アイデンティティ、1 つのマシン アカウント アイデンティティ、および 4 つのユーザ
アカウント アイデンティティをサポートします。これによって、WAAS デバイスは最大 5 つの
ドメイン ツリーを加速できます。加速されるクライアントを持つ Exchange サーバのある各ド
メインに対して、ドメイン アイデンティティを設定する必要があります。
a.

マシン アカウント アイデンティティを設定する。
コア デバイスのマシン アカウントは、以前の手順の Windows Domain サーバ認証手順のス
テップ 6 の参加プロセスの中で自動的に作成されました。マシン アカウントを使用している
場合は、このアカウントのマシン アカウント アイデンティティを設定する必要があります。
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各デバイスは、1 つのマシン アカウント アイデンティティしかサポートしません。
マシン アカウント アイデンティティを設定するには、マシン アカウント アイデンティ
ティの設定を参照してください。
b.

オプションのユーザ アカウントを作成して設定する。
さらなるセキュリティのために、最大 4 つのオプションのユーザ アカウントを使用できま
す。複数のユーザ アカウントを使用すると、すべてのコア デバイスが単一のユーザ アカ
ウントを使用するよりも安全性が高まります。既存のユーザ アカウントを使用する場合
も、新規に作成する場合にも、各ユーザ アカウントにユーザ アカウント アイデンティ
ティを設定する必要があります。
ユーザ アカウントを作成して、ユーザ アカウント アイデンティティを設定するには、
ユーザ アカウントの作成と設定を参照してください。

ステップ 8

Windows Domain 暗号化サービスを有効にする。（この設定はデフォルトで有効になっています）。
a.

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

b.

メニューで、[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Encrypted Services] を選択します。
[Encrypted Services] ウィンドウが表示されます。

ステップ 9

c.

[Enable Encrypted Service] チェックボックスをオンにします。

d.

[Submit] をクリックして変更を保存します。

暗号化 MAPI トラフィック最適化を有効にする。
[Enabled Features] ウィンドウで [Encrypted MAPI Traffic Optimization] チェックボックスを選択
し（[MAPI Accelerator] チェックボックスも選択する必要があります）、[Submit] をクリックし
ます。（暗号化された MAPI トラフィックの最適化はデフォルトで有効です）。
[Enabled Features] ウィンドウの詳細については、グローバル最適化機能の有効化と無効化を参
照してください。

マシン アカウント アイデンティティの設定
マシン アカウントのアイデンティティを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

メニューで、[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Encrypted Services] を選択します。
[Encrypted Services] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Add Domain Identity] ボタンをクリックします。
[Domain Identity] ダイアログボックスが表示されます（図 12-3）。
（注）

加速する各 WAAS デバイスは、ドメイン アイデンティティを持つ必要があります。
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図 12-3

a.

表示される [Domain Identity] ダイアログボックスで、[Account Type] ドロップダウン リスト
から [Machine Account] を選択します。
（注）

b.

必要なドメイン情報を複製して暗号化トラフィックを最適化するために、ドメイン
アイデンティティは、Windows Domain Active Directory で十分な特権を持つ必要があ
ります。特権を設定するには、Microsoft Active Directory の設定を参照してください。

ドメイン アイデンティティが暗号化トラフィックを最適化する必要があるドメイン（デバイスが
登録されているドメイン）の子ドメインを追加するには、[Add Match Domain] ボタンをクリック
します。最大 32 個の子ドメインを追加できます。ドメイン アイデンティティでいずれかの子ド
メインのトラフィックを最適化しない場合は、選択した一致ドメイン項目を削除できます。

（注）
ステップ 5

マシン アカウント ドメイン アイデンティティの作成の前に、Windows ドメイン参
加が完了していることが必要です。詳細については、第 7 章「管理ログインの認証、
許可、およびアカウンティングの設定」のWAAS デバイス上の Windows ドメイン
サーバ設定の構成を参照してください。

[Identity Name] フィールドにアイデンティティ名を入力します。使用できる文字は英数字の
みです。スペース、?、および | は使用できません。長さは 32 文字を超えてはなりません。
（注）

ステップ 4

ドメイン アイデンティティの追加：マシン アカウント

これは、WAAS バージョン 5.4 以降を実行しているデバイスでのみ使用できます。

[OK] をクリックします。
ドメイン アイデンティティは、[Encrypted Services Domain Identities] リストに表示されます
（図 12-4）。
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図 12-4

Encrypted Services—Domain Identity

CLI から暗号化サービス ドメイン アイデンティティを設定し、確認するには、
windows-domain encrypted-service グローバル コンフィギュレーション コマンド、および show
windows-domain encrypted-service EXEC コマンドを使用します。

ユーザ アカウントの作成と設定
ユーザ アカウントを作成し、ユーザ アカウント アイデンティティを設定するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

メニューで、[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Encrypted Services] を選択します。
[Encrypted Services] ウィンドウが表示されます（図 12-5）。
図 12-5

ステップ 3

Encrypted Services

ユーザ アカウント ドメイン アイデンティティを追加するには [Add Domain Identity] をクリック
します。
[Domain Identity] ウィンドウが表示されます（図 12-6）。
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図 12-6

a.

[Account Type] ドロップダウン リストから、[user account] を選択します。

b.

[Identity Name] フィールドにアイデンティティ名を入力します。使用できる文字は英数字の
みです。スペース、?、および | は使用できません。長さは 32 文字を超えてはなりません。

c.

ユーザ名とパスワードを入力します。

d.

ドメイン名を入力します。

e.

Kerberos 領域を入力します。

f.

ドメイン アイデンティティが暗号化トラフィックを最適化する必要がある、選択したドメ
インの子ドメインを追加するには、[Add Match Domain] をクリックします。最大 32 個の子
ドメインを追加できます。ドメイン アイデンティティでいずれかの子ドメインのトラ
フィックを最適化しない場合は、選択した一致ドメイン項目を削除できます。

（注）

ステップ 4

ドメイン アイデンティティの追加—ユーザ アカウント

必要なドメイン情報を複製して暗号化トラフィックを最適化するために、ドメイン アイ
デンティティは、Windows Domain Active Directory で十分な特権を持つ必要があります。
特権の設定の詳細については、Microsoft Active Directory の設定を参照してください。

[OK] をクリックします。
ドメイン アイデンティティは、[Encrypted Services Domain Identities] リストに表示されます。
（注）

ユーザ アカウントのドメイン アイデンティティ パスワードには、セキュア ストア暗号
化が使用されます。セキュア ストアを開けない場合、設定の更新がデバイスに保存で
きなかったことを示すアラームが発生します。セキュア ストアが開かれ、設定の更新
がデバイスで正常に保存されると、アラームはクリアされます。

CLI から暗号化サービス ドメイン アイデンティティを設定し、確認するには、
windows-domain encrypted-service グローバル コンフィギュレーション コマンド、および show
windows-domain encrypted-service EXEC コマンドを使用します。
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Microsoft Active Directory の設定
Microsoft Exchange 暗号化 E メール セッションを加速するために Cisco WAAS 特権を付与する
には、次の手順を実行します。
ステップ 1

ドメイン管理者の権限を持つアカウントを使用して、Active Directory Users and Computers ア
プリケーションを起動します。

ステップ 2

新しいグループを作成します。
このグループは、Exchange トラフィックを最適化するために WAAS が使用するアカウ
ント用です。一般ユーザおよびコンピュータをこのグループに追加してはいけません。

（注）

a.

新しいグループを含む [Unit] を右クリックし、[New] > [Group] を選択します（図 12-7）。

図 12-7

b.

Active Directory：グループの追加

名前を [Group name] フィールドに入力し、次の属性を選択します。
– Group scope：Universal
– Group type：Security

c.
ステップ 3

[OK] をクリックします。

WAAS に必要な特権を設定します。
a.

Active Directory Users and Computers アプリケーションのウィンドウで、メニュー バーから
[View] > [Advanced Features] を選択します。
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b.

ドメインのルートを右クリックし、[Properties] を選択します。

c.

[Security] タブをクリックします（図 12-8）。

図 12-8

Active Directory—[Security] タブ

d.

[Group or User Names] セクションの [Add] をクリックします。

e.

[Enter the object names to select] フィールドに新しいグループの名前を入力します。

f.

[OK] をクリックすると、新しいグループがリストに追加されます。

g.

[Group or user names] リストの新しいグループの横にあるチェックボックスをオンにし、次
の特権を [Allow] に設定します。
– Replicating Directory Changes
– Replicating Directory Changes All

h.
ステップ 4

[OK] をクリックします。

グループにアカウントを追加します。
ユーザまたはワークステーション（コンピュータ）アカウントを WAAS Exchange 暗号化 E
メールの最適化のための新しいグループに追加する必要があります。
a.

追加するアカウントを右クリックし、[Member Of] タブを選択します。

b.

[Add] をクリックします。

c.

作成した新しいグループを選択し、[OK] をクリックします。

Active Directory 特権の設定は完了です。
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ドメイン アイデンティティおよび暗号化 MAPI 状態の管理
ここでは、次の内容について説明します。
•

既存のドメイン アイデンティティの編集

•

既存のドメイン アイデンティティの削除

•

暗号化された MAPI の無効化

•

暗号化 MAPI アクセラレーションの統計情報

既存のドメイン アイデンティティの編集
必要に応じて WAAS デバイスの既存のドメイン アイデンティティの属性を変更できます。
（注）

ユーザ アカウントのパスワードが Active Directory で変更された場合、新しい Active Directory
パスワードと一致するように WAAS デバイスのユーザ アカウント ドメイン アイデンティティ
を編集する必要があります。
次の制約事項が適用されます。
•

マシン アカウント アイデンティティの場合、WAAS デバイスからは、ドメイン アイデン
ティティの状態（有効または無効）だけが変更できます。

•

ユーザ アカウント アイデンティティの場合、WAAS デバイスからは、ドメイン アイデン
ティティの状態（有効または無効）とパスワードだけが変更できます。

Active Directory のアカウントのパスワードが変更された場合に、WAAS デバイスのユーザ アカ
ウント ドメイン アイデンティティのパスワードを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

メニューで、[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Encrypted Services] を選択します。
[Encrypted Services] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

変更するユーザ アカウント ドメイン アイデンティティを選択して、[Edit] アイコンをクリック
します。
[Domain Identity] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Password] フィールドのパスワードを変更します。パスワードは、Active Directory のアカウン
トのパスワードと同じである必要があります。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

既存のドメイン アイデンティティの削除
WAAS デバイスのドメイン アイデンティティを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

メニューで、[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Encrypted Services] を選択します。
[Encrypted Services] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3

削除する 1 つ以上のドメイン アイデンティティを選択して [Delete] アイコンをクリックして、
WAAS デバイス上に設定されたドメイン アイデンティティを削除します。
暗号化されたトラフィックを最適化するためにそのドメイン アイデンティティが使用されてい
る場合は、警告メッセージが表示されます。

ステップ 4

[OK] をクリックして受け入れるか、[Cancel] をクリックして手順を中止します。

暗号化された MAPI の無効化
暗号化 MAPI を無効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

暗号化サービスを無効にします。
a.

メニューで、[Configure] > [Security] > [Windows Domain] > [Encrypted Services] を選択します。
[Encrypted Services] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

b.

[Enable Encrypted Service] チェックボックスの選択を解除します。

c.

[Submit] をクリックして変更を保存します。

暗号化 MAPI トラフィック最適化を無効にします。
a.

メニューで、[Configure] > [Acceleration] > [Enabled Features] を選択します。
[Enabled Features] ウィンドウが表示されます。

b.

[Encrypted MAPI Traffic Optimization] チェックボックスの選択を解除します。

c.

[Submit] をクリックして変更を保存します。

暗号化 MAPI アクセラレーションの統計情報
暗号化 MAPI 接続の統計情報を表示するには、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリング
およびトラブルシューティング」の定義済みのレポートを使用した WAAS のモニタを参照し、
MAPI アクセラレーション レポートを参照してください。

Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP
WAAS v5.5.3、および WAAS v6.1.1 以降の場合、Cisco WAAS は、HTTP および HTTPS プロト
コルを介した Cisco WAAS MAPI RPC を使用して、Microsoft Outlook および Microsoft Exchange
のトラフィックの最適化のサポートを有効にします。
このセクションでは、次の Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP 機能について説明します。
•

Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP でサポートされる Microsoft Outlook および Exchange の
バージョン

•

MAPI RPC over HTTPS の最適化

•

Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP の CLI コマンド

•

Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP の MAPI アクセラレーション チャート
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Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP でサポートされる Microsoft Outlook および Exchange
のバージョン
表 2 は、WAAS MAPI RPC over HTTP をサポートするクライアントおよびサーバを示しています。
表 2

WAAS MAPI RPC over HTTP をサポートするクライアントとサーバ

サポートされるクライアント

サポートされるサーバ

Outlook 2013
Exchange 2013
（Windows 7 および Windows 8 の場合） （Windows Server 2012、2012 R2、2008 R2 [ フル イ
ンストール ] の場合）
Outlook 2010
Exchange 2010
（Windows 7 および Windows 8 の場合） （Windows Server 2012、2012 R2、2008、および
2008 R2 の場合）
Outlook 2007
（Windows Vista、Windows 7 の場合）

（注）

HTTP-AO または SSL-AO が無効になっている場合、MAPI RPC over HTTP 最適化機能は動作し
ません。

MAPI RPC over HTTPS の最適化
WAAS ソフトウェアは MAPI RPC over HTTPS の最適化をサポートします。これにより、クラ
イアントおよびサーバは、暗号化された接続を介して DCE/RPC プロトコルを使用できます。
MAPI RPC over HTTPS の最適化をサポートするには、次の手順に従います。
ステップ 1

SSL アクセラレーションを設定します。SSL アクセラレーションの設定の詳細については、
『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』の「 Configuring SSL Acceleration」セ
クションを参照してください。

ステップ 2

SSL アクセラレーションを設定するときには、必ずプロトコル チェーンを有効にしてくださ
い。これを行うには、[SSL Accelerated Services] ウィンドウで [Enable protocol chaining] チェッ
クボックスを選択します。

（注）

プロトコル チェーンが有効になっていない場合、WAAS デバイスは指定された IP アド
レスとポートの SSL トラフィックのみを最適化します。
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Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP の CLI コマンド
MAPI RPC over HTTP 用の新しい CLI コマンド
以下の CLI コマンドは Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP 用に追加されました。
•

show statistics accelerator mapi

•

show statistics accelerator mapi rpc-http

MAPI RPC over HTTP 用に変更された CLI コマンド
以下の CLI コマンドは Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP 用に変更されました。
•

show accelerator mapi

•

[no] debug accelerator mapi rpc-http

Cisco WAAS MAPI RPC over HTTP の MAPI アクセラレーション チャート
MAPI アクセラレーション レポートには、MAPI アクセラレーションの統計情報が表示されま
す。WAAS バージョン 5.5.3 以降では、以下の MAPI アクセラレーション チャートが追加また
は変更されました。
•

MAPI: Handled Traffic Pattern：MAPI AO によって処理される 3 つの異なるタイプのトラフィッ
クを示す新しい円グラフ。詳細については、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングお
よびトラブルシューティング」の MAPI: Handled Traffic Pattern を参照してください。

•

MAPI: Connection Details：MAPI セッション接続の統計情報を示す既存のグラフである
[MAPI: Connection Details] には、最適化された TCP および RPC-HTTP(S) MAPI 接続に対す
る新しい分類が含まれています。詳細については、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタ
リングおよびトラブルシューティング」の MAPI: Connection Details を参照してください。

SMB アクセラレーションの設定
SMB アプリケーション アクセラレータは、ファイル サーバの動作の最適化を処理します。こ
れらの最適化は、SMBv1、SMBv2、および SMBv3 に適用されます。次のファイル サーバ最適
化の実行を設定できます。
•

SMB プリントの最適化：一元化された印刷環境により、管理オーバーヘッドを削減し、経費
節約を促進します。SMB プリントの最適化は、データセンターに配置された一元的なプリン
ト サーバを利用して、プリント トラフィックを最適化します。この結果、ローカル プリン
ト サーバをブランチ オフィスに配置する必要がなくなります。一元化されたプリンタ サー
バの最も一般的な使用方法は、ブランチ オフィス クライアントからブランチ オフィスのプ
リンタへの印刷、ブランチ オフィス クライアントからデータセンターのプリンタへの印刷、
データセンター クライアントからブランチ オフィスのプリンタへの印刷の 3 つです。

•

先行読み出し最適化：SMB アクセラレータは、oplocks 機能を使用するファイルに関する
先行読み出し最適化（SMBv1 のみ）を行います。クライアントがファイルの読み出し要求
を送信したとき、アクセラレータが同じファイルの読み出し要求を追加発行する可能性が
高くなります。ファイル サーバの WAN 経由でこの機能を実行するネットワーク帯域幅使
用を削減するため、SMB アクセラレータは、クライアントが最初に要求したよりも多くの
ファイル データを事前対応的に読むことによって、先行読み出しの最適化を実行します。
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•

ディレクトリ リストの最適化：ネットワーク トラフィックの大部分はディレクトリ リス
トを取得するためのものです。SMB アクセラレータは、プリフェッチによってファイル
サーバからのディレクトリ リストを最適化します。ディレクトリのプリフェッチの場合、
クライアントからの要求は拡大され、最大 64 KB のディレクトリ リストの内容がプリ
フェッチされます。SMB アクセラレータは、クライアントがすべてのデータの要求し終わ
るまで、プリフェッチしたディレクトリ リスト データをバッファします。ディレクトリ
リストのサイズが 64 KB を超える場合は、後続のクライアントからの要求が SMB アクセラ
レータによって拡張され、最大 64 KB の情報がプリフェッチされます。これが、ディレク
トリのすべてのエントリがクライアントに返されるまで続けられます。

•

ディレクトリ参照の最適化：SMB アクセラレータは、ファイル サーバから SMBv2 データ
をプリフェッチして WAE の RAM インフラストラクチャにキャッシュすることにより、
ディレクトリ参照を最適化します。クライアントによってディレクトリ照会要求が行われ
ると、キャッシュ データからデータが取得されます。複数のクライアント要求に対応する
ため、親ディレクトリおよび子ファイルにアクセスしているときはロック メカニズムが作
動します。また、インフラストラクチャのメモリは限られているため、新しい要求はメモ
リを使用できる場合にのみキャッシュされます。

•

メタデータ最適化：SMB アクセラレータは、メタデータのプリフェッチによってファイル
サーバからのメタデータのフェッチを最適化します。追加のメタデータ要求は、クライア
ント要求とともにタグ付けされてファイル サーバに送信され、クライアントが要求したよ
りも高い情報レベルがプリフェッチされます。

•

名前付きパイプ最適化：SMB アクセラレータは、Windows Explorer からファイル サーバへ
の、頻繁な共有情報、サーバ情報、およびワークステーション情報の取得要求を最適化し
ます。これらの各要求には、名前付きパイプのオープンとバインド、RPC 要求、および名
前付きパイプのクローズを含む一連の動作が含まれます。各動作では、ファイル サーバへ
のラウンド トリップが発生します。ファイル サーバの WAN 経由でこの機能を実行する
ネットワーク帯域幅使用を削減するため、SMB アクセラレータは、名前付きパイプ セッ
ションおよびポジティブ RPC 応答のキャッシングによって、ネットワークのトラフィック
を最適化します。

•

書き込み最適化：SMB アクセラレータは、クライアントに対して可能な場合は常に書き込
み要求を確認し、同時に WAN 経由のサーバへの書き込み要求をストリーミングして、ク
ライアントへの書き込み応答を高速化することによって書き込みの最適化を行います。

•

Not-Found メタデータ キャッシング：アプリケーションがファイル サーバに存在しない
ディレクトリおよびファイルに関する要求を送信することがあります。たとえば、
Windows Explorer は、発見したファイルのオルタネート データ ストリーム（ADS）にアク
セスします。ネガティブ Not-Found（NF）メタデータ キャッシングによって、同じディレ
クトリおよびファイルに対して後に発生する要求がローカルな拒否を受け、ファイル サー
バへの要求送信のラウンド トリップを節約できるように、これらの存在しないディレクト
リおよびファイルへの完全なパスがキャッシュされます。

•

DRE-LZ ヒント：SMB アクセラレータは、システムの性能および資源の使用率を向上する
ための DRE ヒントを提供します。接続レベルでは、SMB アクセラレータは、最良の圧縮
が得られるためすべての接続に対して BEST_COMP 遅延感度レベルを使用します。メッ
セージ レベルで、SMB アクセラレータは、WAN 経由で伝送される各メッセージについて
メッセージベースの DRE ヒントを提供します。

•

Microsoft 最適化：SMB アクセラレータは、Microsoft Office アプリケーションがサポートす
るファイル名パターンに対するロック要求シーケンスを識別することによって、Microsoft
アプリケーションのファイル動作を最適化します。

•

無効な FID 最適化：SMB アクセラレータは、ファイル サーバに該当する要求を送るのでは
なく、無効なファイル ハンドル値を使用してファイルにアクセスしようとすることをロー
カルに拒否することで、SMB2 および SMB3 クライアントを最適化します。
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•

バッチ クローズ最適化：SMB アクセラレータは、すべての SMB トラフィックで非同期
ファイル クローズ最適化を実行します。

•

読み取りキャッシュの最適化：SMB アクセラレータは、読み取り応答データをキャッシュ
してファイルをローカルに提供できるようにすることにより、SMB2 での読み取り操作を
最適化します。

•

書き込み最適化：SMB アクセラレータは、非同期書き込み操作を実行することにより、シ
ステム パフォーマンスを改善します。

•

署名最適化：SMB アクセラレータは、すべての SMB トラフィックの L7 最適化を提供しま
す。詳細については、下記の手順 7 でその他の詳細を参照してください。

SMB アクセラレータを有効化するには、[Enabled Features] ウィンドウで、[SMB Accelerator]
チェックボックスを選択します。
SMB アクセラレーション設定を行うには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [SMB Settings] を選択します。
[SMB Settings] ウィンドウが表示されます（図 12-9）。
図 12-9

ステップ 3

SMB アクセラレータの [Configuration] ウィンドウ

[Highest Dialect Optimized] ドロップダウン リストで、最適化する最上位のダイアレクトを選択
します。次のオプションを使用できます。
•

NTLM 0.12 または NTLM 1.0

•

SMB 2.0

•

SMB 2.1
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ステップ 4

•

SMB 3.0

•

SMB 3.02

[Highest Dialect Optimized Exceed Action] ドロップダウン リストで、最適化する最上位のダイア
レクトとして選択されたダイアレクトよりも上位のダイアレクトに対する対処を選択します。
•

Mute：最適化する最上位のダイアレクトとして選択されたダイアレクトよりも上位であるダ
イアレクトは、ネゴシエーション リストから削除されます。これはデフォルトの選択肢です。

•

Handoff：ネゴシエーション済みのダイアレクトが、選択した最適化する最上位のダイア
レクトよりも上位である場合、接続は汎用アクセラレータにハンドオフされます。

ステップ 5

[Bypass File Name Pattern] フィールドに、SMB アクセラレータに最適化をバイパスさせるファイ
ル名のパターンを入力します。指定された式に一致する名前のファイルは最適化されません。

ステップ 6

SMB トラフィックのディスク キャッシングを有効にするには、[SMB Object Cache] チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 7

署名された SMB v2 および v3 のトラフィックの最適化を有効にするには、[Signing
Optimization] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオン
になっています。
SMB 接続要求は、ブランチ オフィスからデータセンターへ、またはその逆です。すべての接
続において、要求元の近くの WAE は Edge WAE の役割を果たし、SMB サーバの近くの WAE は
Core WAE の役割を果たします。
署名された接続が最適化されるようにするには、Core および Edge WAE において次の前提条件
を満たす必要があります。
a.

Core WAE で、グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して SMB サーバの長期
サービス キーを取得およびキャッシュする秘密キー取得を有効にするために、管理者権限
を持つ有効なユーザ アイデンティティを設定します。
(config)#windows-domain encryption-service identity [identity] user-account name
[admin-username] domain <your.domain] realm [YOUR.DOMAIN] password
次の EXEC コマンドを使用して、アイデンティティ設定を確認します。
sh windows-domain encryption-service identity detail
Kerberos 認証の場合、クライアント、サーバ、Core WAE、およびドメイン コントローラ間
の時間同期を確認します。
接続が署名されているかどうかを確認する場合は、SMBv2 Negotiate パケットを調べます。
Negotiate Request または Negotiate Response いずれかの交換で、Signing Required フィール
ドが「True」に設定されている必要があります。
これらの設定は eMAPI 設定に似ています。詳細については、暗号化 MAPI 設定の設定の手
順 6 を参照してください。

b.

WAN Secure モードが有効であることを確認します。WAN Secure のセキュアな接続により、
キーを Edge WAE に伝送できます。
デフォルトの推奨モードは Auto です。次の EXEC コマンドを使用して WAN Secure モード
の状態を確認できます。
show accelerator wansecure
必要に応じて、次のグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して WAN Secure
モードの状態を変更できます。
accelerator smb wansecure-mode {always | auto | none}
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c.
ステップ 8

WAE デバイスが WAAS Central Manager に登録され、オンラインになっていることを確認
します。

[SMBV1 Optimization Settings] タブをクリックして、次の作業を実行します。
– メタデータ最適化を有効にするには、[Meta Data Optimization] チェックボックスを選択

します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。
– Microsoft Office のすべてのバージョンの最適化を有効にするには、[Microsoft Office

Optimization] チェックボックスを選択します。この最適化が無効である場合、SMB ア
クセラレータは、Microsoft Office の先行読み出し、書き込み、および先行ロックの最
適化を行いません。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。
– 名前付きパイプセッションとポジティブ RPS 応答のキャッシングによる名前付きパイ

プの最適化を有効にするには、[Named Pipe Optimization] チェックボックスを選択しま
す。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。
– 見つからないファイルのパス名のキャッシングを有効にするには、[‘Not Found’ Cache

Optimization] チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、デフォルト
でオンになっています。
– SMB で一元化された印刷環境を構成できるようにするには、[SMB Print Optimization]

チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっ
ています。
– ファイルの先行読み出しデータ量の SMB による最適化を有効にするには、[Read Ahead

Optimization] チェックボックスを選択します。SMB は、oplocks 機能を使用してファイ
ルが開かれた場合にのみ、先行読み出し最適化を行います。このチェックボックスは、
デフォルトでオンになっています。
– クライアントへの書き込み応答を高速化することによる書き込み最適化を有効にする

には、[Write Optimization] チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、
デフォルトでオンになっています。
[SMBV2 Optimization Settings] タブをクリックして、次の作業を実行します。
– 非同期ファイルクローズ最適化を有効にするには、[Batch Close Optimization] チェック

ボックスを選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。
– 無効なファイル ハンドル値によるファイルの最適化を有効にするには、[Invalid FID

Optimization] チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、デフォルト
でオンになっています。
– 読み取り応答キャッシングを有効にするには、[SMBV2 Read Cache Optimization]

チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっ
ています。
– 非同期書き込み操作を有効にするには、[SMBV2 Write Optimization] チェックボックス

を選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。
– SMB v2 トラフィックのディレクトリ参照パフォーマンスの最適化を有効にするには、

[Directory Service Optimization] チェックボックスを選択します。デフォルトでは、この
チェックボックスはオフになっています。ディレクトリ サービスの最適化は、ソフト
ウェア イメージ 6.1.1 を実行しているデバイスまたはデバイス グループの場合にのみ
使用できます。
[SMBV3 Optimization Settings] タブをクリックして、次の作業を実行します。
– 非同期ファイルクローズ最適化を有効にするには、[SMB v3 Batch Close Optimization]

チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっ
ています。
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– 無効なファイル ハンドル値によるファイルの最適化を有効にするには、[SMB v3

Invalid FID Optimization] チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、
デフォルトでオンになっています。
– 読み取り応答キャッシングを有効にするには、[SMB v3 Read Cache Optimization]

チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっ
ています。
– 非同期書き込み操作を有効にするには、[SMB v3 Write Optimization] チェックボックス

を選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。
ステップ 9

[Submit] をクリックして変更を保存します。

CLI から SMB アクセラレーションを設定するには、accelerator smb グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ICA アクセラレーションの設定
Independent Computing Architecture（ICA）のアプリケーション アクセラレータは、仮想デスク
トップ インフラストラクチャ（VDI）へのアクセスに使用される ICA トラフィック用に、
WAAS デバイス上の WAN 最適化を提供します。これは、クライアントとサーバに対して自動
的でかつ透過的なプロセスを通じて実行されます。
ICA アクセラレーションはデフォルトで、WAAS デバイスで有効です。
ICA アクセラレータを有効化するには、[Enabled Features] ウィンドウで、[ICA Accelerator]
チェックボックスを選択します（図 12-10）。
ICA アクセラレーション設定を行うには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [ICA Settings] を選択します。
[ICA Acceleration Configuration] ウィンドウが表示されます。
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図 12-10

[ICA Acceleration Configuration] ウィンドウ

ステップ 3

[Enable Multi Stream ICA] チェックボックスを選択して、クライアントとサーバに最大で 3 つの
追加 TCP 接続を許可して、マルチストリーム ICA トラフィックを最適化します。

ステップ 4

[WAN Secure Mode] ドロップダウン リストで、モードを選択します。次のオプションがあります。
•

None：ICS の WAN Secure モードを無効にします。これはデフォルトです。

•

[Always]：ICA の WAN Secure モードを有効にします。

（注）

ステップ 5

ブランチ オフィスの WAE およびデータセンターの WAE の両方の WAN Secure モードの
状態は、ICA アクセラレータによって最適化される接続と一致しなければなりません。

[ICA Streams] セクションの [DSCP Settings (QoS)] で [Enable DSCP Tagging] チェックボックスを
選択して、MSI プライオリティ レベルの DSCP 値を設定します。これらの値はデフォルトを上
書きします。有効な範囲は 0 ～ 63 です。
（注）

優先度の降順に MSI プライオリティ レベルの DSCP 値を設定します。

a.

Very High-Priority MSI：通常はオーディオなどのリアルタイム トラフィックです。デフォ
ルトは af41 です。

b.

High-Priority MSI：通常は対話型トラフィックです。デフォルトは af41 です。

c.

Medium-Priority MSI：通常はバルク データです。デフォルトは af21 です。

d.
e.

Low-Priority MSI：通常は印刷などのバックグラウンド トラフィックです。デフォルトは 0
（ベスト エフォート）です。
[Non-MSI]：（デフォルトは af21 です）

（注）

MSI プライオリティ設定は、WAAS バージョン 5.1.x よりも前のデバイスに適用されな
い場合があります。
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ステップ 6

[Submit] をクリックします。
変更がデバイスまたはデバイス グループに保存されます。

（注）

Citrix ICA バージョン 7.x（XenApp および XenDesktop）には、Citrix ICA バージョン 6.x での達
成内容との比較で WAAS の最適化効率に影響する変更が含まれています。WAAS の効率を最大
にするために、Citrix 管理者は次のように設定する必要があります。
適応ディスプレイ：無効
従来のグラフィック モード：有効
CLI から ICA アクセラレーションを設定するには、accelerator ica グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
CLI から WAN Secure モードの状態を確認するには、show accelerator wansecure EXEC コマン
ドを使用します。

ICA over SSL の設定
WAAS ソフトウェアは ICA over SSL の最適化をサポートします。これにより、クライアントお
よびサーバは暗号化された接続を介して ICA プロトコルを使用できます。ICA over SSL の最適
化をサポートするには、次の手順を実行する必要があります。

（注）

•

ICA アクセラレーションを設定します。ICA アクセラレーションの設定を参照してください。

•

SSL アクセラレーションを設定します。SSL アクセラレーションの設定を参照してください。

SSL アクセラレーションを設定するときは、必ずプロトコル チェーンを有効にしてください。
プロトコル チェーンが有効になっていない場合、WAAS デバイスは指定された IP アドレスと
ポートの SSL トラフィックのみを最適化します。

SSL アクセラレーションの設定
SSL（Secure Sockets Layer）アプリケーション アクセラレータは、SSL 暗号化接続のトラ
フィックを最適化します。SSL アクセラレーションが有効になっていない場合、WAAS ソフト
ウェア DRE 最適化は SSL 暗号化トラフィックに対してあまり効果はありません。SSL アプリ
ケーション アクセラレーションは、接続のセキュリティを維持しながら、WAAS で復号化を行
い、最適化を適用できるようにします。

（注）

WAAS Express デバイスでは、SSL 暗号リスト、SSL 認証局、および SSL ピアリング サービス
設定のみがサポートされます。

（注）

SSL アクセラレータは、SSL/TLS ハンドシェイクが先頭バイトから開始されないプロトコルを
最適化しません。唯一の例外は、プロキシを通過する HTTPS です（HTTP アクセラレータが
SSL/TLS の開始を検出します）。この場合、HTTP と SSL の両方のアクセラレータが接続を最
適化します。
SSL アプリケーション アクセラレータは、SSL Version 3（SSLv3）および Transport Layer
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Security Version 1（TLSv1）プロトコルをサポートしています。TLSv1.1 または TLSv1.2 クライ
アント要求を受信した場合、TLS v1.0 にダウングレードするためのネゴシエーションが実行さ
れます。クライアントによって拒否された場合、トラフィックはパススルーされます。
表 12-3 に、SSL アクセラレーションを設定して有効にするために完了する必要がある手順の概
要を示します。
表 12-3

SSL アクセラレーションを設定するためのチェックリスト

タスク
1. SSL アクセラレーションの設定
を準備する。
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

追加情報と手順
SSL アクセラレーションを WAAS デバイス上で設定する前に収集する必要
のある情報を特定します。詳細については、SSL アクセラレーションを使用
するための準備を参照してください。
セキュア ストア、Enterprise ラ
Central Manager セキュア ストアの設定方法、Enterprise ライセンスを有効に
イセンス、および SSL アクセラ する方法、SSL アクセラレーションを有効にする方法について説明します。
レーションを有効にする。
セキュア ストア モードは、SSL 暗号化証明書およびキーを安全に扱うため
に必要です。詳細については、セキュア ストア、Enterprise ライセンス、お
よび SSL アクセラレーションの有効化を参照してください。
SSL アプリケーション最適化を SSL アクセラレーション機能をアクティブにする方法について説明します。
有効にする。
詳細については、グローバル最適化機能の有効化と無効化を参照してくだ
さい。
SSL アクセラレーション設定を （任意）SSL アクセラレーションの基本設定を行う方法を説明します。詳細
構成する。
については、SSL グローバル設定の構成を参照してください。
暗号リストを作成して管理する。（任意）WAAS デバイスで使用される暗号アルゴリズムの選択方法と設定方
法について説明します。詳細については、暗号リストの操作を参照してく
ださい。
CA 証明書を設定する。
（任意）認証局（CA）証明書を選択、インポート、および管理する方法を説
明します。詳細については、認証局の操作を参照してください。
SSL マネジメント サービスを設 （任意）Central Manager と WAE デバイスの間で使用される SSL 接続を設定
定する。
する方法について説明します。詳細については、SSL マネジメント サービ
スの設定を参照してください。
SSL ピアリング サービスを設定 （任意）最適化された SSL トラフィックを伝送するピア WAE デバイス間で
する。
使用される、SSL 接続の設定方法を説明します。詳細については、SSL ピア
リング サービスの設定を参照してください。
SSL アクセラレーション サービ SSL アプリケーション最適化機能によって加速されるサービスの追加方法、
スを設定し、有効にする。
設定方法、および有効化方法について説明します。詳細については、SSL ア
クセラレーション サービスの使用を参照してください。

SSL アクセラレーションを使用するための準備
SSL アクセラレーションを設定する前に、次の点を確認しておく必要があります。
•

SSL トラフィックを加速するサービス

•

サーバの IP アドレスとポート情報

•

証明書共通名と CA 署名情報を含めて、公開キー インフラストラクチャ（PKI）証明書お
よび秘密キー情報

•

サポートされる暗号スイート

•

サポートされる SSL バージョン

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

12-33

第 12 章

アプリケーション アクセラレーションの設定

グローバル最適化機能の有効化と無効化

図 12-11 に、WAAS ソフトウェアによる SSL アプリケーション最適化の処理方法を示します。
図 12-11

SSL アクセラレーションのブロック図

Admin Browser

CM Administration
Admin Service

Central Manager
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Branch WAE
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Router

Client to Server
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Data Center WAN
Router

Client to Data Center SSL
Session

Server

Core to Server SSL
Session

SSL Data
SSL Sessions

TCP Session

243495

Client

SSL アクセラレーションを設定する場合、サーバ側（データセンター）の WAE デバイスで
SSL アクセラレーション サービスを設定する必要があります。クライアント側（ブランチ オ
フィス）の WAE では、セキュア ストアを初期化してそのロックを解除するか開く必要があり
ますが、SSL アクセラレーション サービスを設定する必要はありません。ただし、SSL アクセ
ラレーション サービスが動作するには、データセンターとブランチの両方の WAE で SSL アク
セラレータを有効にする必要があります。WAAS Central Manager は、SSL マネジメント サービ
スを提供し、暗号化証明書とキーを保持します。

セキュア ストア、Enterprise ライセンス、および SSL アクセラレーションの有効化
SSL アクセラレーションを WAAS システム上で使用するには、次の手順を実行しておく必要が
あります。
ステップ 1

Central Manager でセキュア ストア暗号化を有効にします。
セキュア ストア暗号化を有効にするには、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のセキュ
ア ストア設定の構成を参照してください。

ステップ 2

Enterprise ライセンスを有効にします。
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Enterprise ライセンスを有効にするには、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のソフト
ウェア ライセンスの管理を参照してください。
ステップ 3

SSL アクセラレーションをデバイス上で有効にします。
SSL アクセラレーション機能を有効にするには、グローバル最適化機能の有効化と無効化を参
照してください。

（注）

SSL アクセラレータがすでに実行されている場合、設定変更を行う前に、Central Manager に新
しい WAE を登録するときの 2 回のデータフィード ポーリング サイクルが完了するのを待つ必
要があります。そうしないと、変更が適用されない可能性があります。

SSL グローバル設定の構成
SSL アクセラレーション グローバル設定を行うには、次の手順に従います。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [SSL] > [Global Settings] を選択します。
[SSL Global Settings] ウィンドウが表示されます（図 12-12）。
図 12-12

[SSL Global Settings] ウィンドウ
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ステップ 3

特定のデバイス グループの SSL 設定を使用するようにデバイスを設定するには、SSL グローバ
ル設定ツールバーにある [Select a Device Group] ドロップダウン リストからデバイス グループ
を選択します。デバイスには、独自の SSL 設定、またはデバイス グループの SSL 設定を使用
できます。ただし、複数のデバイス グループの SSL 設定を使用するように、デバイスを設定す
ることはできません。

ステップ 4

[SSL version] ドロップダウン リストから、使用する SSL プロトコルの種類を選択します。SSL
バージョン 3 プロトコルの場合は [SSL3] を選択し、Transport Layer Security バージョン 1 プロ
トコルの場合は [TLS1] を選択し、SSL3 プロトコルと TLS1 SSL プロトコルの両方を許可する
場合は [All] を選択します。

ステップ 5 （任意）証明書失効の Online Certificate Status Protocol（OCSP）パラメータを設定します。
a.

[OCSP Revocation check] ドロップダウン リストから、OCSP 失効チェック方法を選択します。
[ocsp-url] を選択すると、SSL アクセラレータは、[OCSP Responder URL] フィールドに指定さ
れた OCSP レスポンダを使用して証明書の失効ステータスをチェックします。[ocsp-cert-url]
を選択すると、認証局で指定されている OCSP レスポンダ URL を使用します。

b.

[Ignore OCSP failures] チェックボックスが選択されている場合、SSL アクセラレータは、
OCSP レスポンダから明確な応答を得ていなくても、OCSP 失効チェックを成功として処理
します。

ステップ 6

[Cipher List] ドロップダウン リストから、SSL アクセラレーションに使用される暗号スイート
のリストを選択します。詳細については、暗号リストの操作を参照してください。

ステップ 7

証明書/キー ペアの方法を選択します（図 12-13）。
図 12-13

サービス証明書と秘密キーの設定

•

WAAS デバイスで SSL に自己署名証明書/キー ペアを使用するには、[Generate Self-signed
Certificate Key] をクリックします。

•

既存の証明書/キー ペアをアップロードまたは貼り付けるには、[Import Existing Certificate
Key] をクリックします。

•

現在の証明書/キー ペアをエクスポートするには、[Export Certificate Key] をクリックします。

•

既存の証明書/キー ペアを更新または置き換えるには、[Generate Certificate Signing Request] を
クリックします。証明書署名要求は、新しい証明書を生成するために CA で使用されます。

（注）

•

インポートまたはエクスポートするファイルは、PKCS12 形式と PEM 形式のいずれか
である必要があります。

クライアントで設定された証明書を使用するには、[Import existing client certificate and
optionally private key] をクリックします。
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サービス証明書と秘密キーの設定については、サービス証明書と秘密キーの設定を参照してく
ださい。
ステップ 8

[Submit] をクリックします。

サービス証明書と秘密キーの設定
サービス証明書と秘密キーを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

自己署名証明書と秘密キーを生成するには（図 12-14）、次の手順に従ってください。
図 12-14

ステップ 2

自己署名証明書と秘密キー

a.

この証明書/キーを後で WAAS Central Manager およびデバイス CLI からエクスポートする
場合は、[Mark private key as exportable] チェックボックスを選択します。

b.

証明書と秘密キーのフィールドに必要事項を入力します。

既存の証明書または証明書チェーン、および（必要に応じて）秘密キーをインポートするには
（図 12-15）、次の手順に従ってください。
（注）

Cisco WAAS SSL 機能は、RSA の署名/暗号化アルゴリズムとキーだけをサポートします。
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図 12-15

既存の証明書または証明書チェーンのインポート

a.

この証明書/キーを後で WAAS Central Manager およびデバイス CLI からエクスポートする
場合は、[Mark private key as exportable] チェックボックスを選択します。

b.

既存の証明書または証明書チェーン、および秘密キーをインポートするには、次のいずれ
かの作業を実行します。
•

証明書とキーを PKCS#12 形式で（または既知の Microsoft PFX 形式として）アップ
ロードする。

•

証明書と秘密キーを PEM 形式でアップロードする。

•

証明書と秘密キーの PEM の内容を貼り付ける。

証明書と秘密キーがすでに設定されている場合は、証明書だけアップデートできます。こ
の場合、Central Manager では、インポートされた証明書と現在の秘密キーを使用して、証
明書と秘密キーのペアが構築されます。この機能は、既存の自己署名証明書を CA によっ
て署名されたものにアップデートする場合や、期限の切れる証明書をアップデートするた
めに使用できます。
Central Manager では、証明書チェーンをインポートできます。このチェーンは、最初にエ
ンド証明書が指定され、その後にエンド証明書または中間 CA 証明書を署名する中間 CA
証明書のチェーンが続き、最後はルート CA で終わる必要があります。
Central Manager では、このチェーンが検証され、CA 証明書の使用期限が切れているか、
チェーン内の署名順序が論理的でない場合、そのチェーンは拒否されます。
c.
ステップ 3

秘密キーを復号化するパスフレーズを入力します。秘密キーが暗号化されていない場合は、
該当するフィールドを空のままにします。

設定された証明書と秘密キーをエクスポートするには（図 12-16）、次の手順に従ってください。
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図 12-16

a.

暗号化パスフレーズを入力します。

b.

現在の証明書および秘密キーを PKCS#12 形式または PEM 形式でエクスポートします。
PEM 形式の場合、証明書と秘密キーの両方が 1 つの PEM ファイルに含められます。

（注）

ステップ 4

生成またはインポート時にエクスポート不可能と指定した証明書と秘密キーは、Central
Manager でエクスポートできません。

現在の証明書と秘密キーから証明書署名要求を生成するには（図 12-17）、次の手順に従ってく
ださい。
図 12-17

ステップ 5

証明書とキーのエクスポート

証明書署名要求の生成

現在の証明書を、認証局によって署名されたものにアップデートするには、次の手順を実行し
ます。
a.

PKCS#10 証明書署名要求を生成します。

b.

生成された証明書署名要求を、証明書の生成と署名を行う認証局に送信します。

c.

認証局から受信した証明書を、[Importing existing certificate and optionally private key] オプ
ションを使用してインポートします。

（注）

生成された証明書要求のキーのサイズは、現在の証明書のキーのサイズと同じです。
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ステップ 6

既存のクライアント証明書または証明書チェーン、および（必要に応じて）秘密キーをイン
ポートするには（図 12-18）、次の手順に従ってください。
図 12-18

既存のクライアント証明書およびオプションの秘密キーのインポート

a.

この証明書/キーを後で WAAS Central Manager およびデバイス CLI からエクスポートする
場合は、[Mark private key as exportable] チェックボックスを選択します。

b.

既存のクライアント証明書および秘密キーをインポートするには、次のいずれかを実行し
ます。
•

証明書とキーを PKCS#12 形式で（または Microsoft PFX 形式として）アップロードする。

•

証明書と秘密キーを PEM 形式でアップロードする。

•

証明書と秘密キーの PEM の内容を貼り付ける。

証明書と秘密キーがすでに設定されている場合は、証明書だけアップデートできます。こ
の場合、Central Manager では、インポートされたクライアント証明書と現在の秘密キーを
使用して、証明書と秘密キーのペアが構築されます。この機能は、既存の自己署名証明書
を認証局によって署名されたものにアップデートする場合や、期限の切れる証明書をアッ
プデートするために使用できます。
Central Manager では、証明書チェーンをインポートできます。このチェーンは、最初にエ
ンド証明書が指定され、その後にエンド証明書または中間 CA 証明書を署名する中間 CA
証明書のチェーンが続き、最後はルート CA で終わる必要があります。
c.

秘密キーを復号化するパスフレーズを入力します。秘密キーが暗号化されていない場合は、
該当するフィールドを空のままにします。

d.

[Choose File] をクリックしてクライアントで設定された証明書に移動し、[Import Client
Cert] をクリックしてその証明書を正常にインポートします。

暗号リストの操作
暗号リストは、SSL アクセラレーション設定に割り当て可能な暗号スイートの集合です。暗号
スイートは、キー交換アルゴリズム、暗号化アルゴリズム、および Secure Hash Algorithm を含
む SSL 暗号化方式です。
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暗号リ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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [SSL] > [Cipher Lists] を選択します。
[SSL Cipher Lists] ウィンドウが表示されます（図 12-19）。
（注）

WAAS Express デバイスでは、[SSL Cipher Lists] ウィンドウにはわずかに異なる形式で
同じ名前と暗号フィールドが表示されます。

図 12-19

ステップ 3

[SSL Cipher Lists] ウィンドウ

[Create] をクリックして、新しい暗号リストを追加します。
[Creating New SSL Cipher List] ウィンドウが表示されます（図 12-20）。
（注）

WAAS Express デバイスの場合、[Add Cipher List] をクリックして新しい暗号リストを追
加します。
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図 12-20

[Creating New SSL Cipher List] ウィンドウ

ステップ 4

[Cipher List Name] フィールドに暗号リストの名前を入力します。

ステップ 5

[Add Cipher] をクリックして、暗号スイートを暗号リストに追加します。
（注）

ステップ 6

[Ciphers] ドロップダウン リストから、追加する暗号スイートを選択します。
（注）

ステップ 7

WAAS Express デバイスの場合、追加する暗号を選択し、ステップ 12 に進みます。

Microsoft IIS サーバに対して SSL 接続を確立する場合は、DHE ベースの暗号スイート
を選択してはなりません。

選択した暗号スイートの優先順位を [Priority] フィールドで選択します。
（注）

SSL ピアリング サービスが設定されている場合は、コア デバイス上の暗号リストに関
連付けられた優先順位が、エッジ デバイス上の暗号リストに関連付けられた優先順位
よりも優先されます。

ステップ 8

[Add] をクリックして、選択した暗号スイートを暗号リストに加えます。あるいは、[Cancel]
をクリックして、暗号リストを元の状態のままにします。

ステップ 9

ステップ 5 からステップ 8 を繰り返して、必要なだけ暗号スイートを暗号リストに追加します。

ステップ 10 （任意）暗号スイートの優先順位を変更するには、暗号スイートのチェックボックスを選択し、

暗号リストの下にある上向き矢印または下向き矢印のボタンを使用して優先順位を設定します。
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（注）

アクセラレーション サービスに暗号リストが適用される場合、ここで割り当てた暗号
リストの優先順位は、クライアントで指定された暗号の順序で上書きされます。この暗
号リストで割り当てた優先順位は、暗号リストが SSL ピアリング サービスとマネジメ
ント サービスに適用される場合に限り有効です。

ステップ 11 （任意）暗号リストから暗号スイートを削除するには、暗号スイートのチェックボックスを選

択し、[Delete] をクリックします。
ステップ 12 暗号リストの設定が完了したら、[Submit] をクリックします。

（注）

WAAS Express デバイスの場合、[OK] をクリックして暗号リストの設定を保存します。
SSL 設定変更は、デバイスでセキュリティ ライセンスが有効にされるまで、デバイス
に適用されません。

認証局の操作
WAAS SSL アクセラレーション機能を使用すると、システムで使用される CA 証明書を設定で
きます。WAAS に含まれる多くの既知の CA 証明書のいずれかを使用するか、独自の CA 証明
書をインポートできます。
CA 証明書を管理するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [SSL] > [Certificate Authorities] を選択します。
[SSL CA Certificate List] ウィンドウが表示されます（図 12-21）。
（注）

WAAS Express デバイスの場合、同じ [Name]、[Issued To]、[Issuer]、[Expiry Date]
フィールドが [SSL CA Certificate List] ウィンドウに少し異なる形式で表示されます。
[Yes] または [No] として設定可能な [Aggregate Settings] フィールドも存在します。
WAAS Express の手順を完了するには、ステップ 4 に進みます。

図 12-21

[SSL CA Certificate List] ウィンドウ

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

12-43

第 12 章

アプリケーション アクセラレーションの設定

グローバル最適化機能の有効化と無効化

ステップ 3

ステップ 4

WAAS に含まれるプリロードされた CA 証明書のいずれかを、次の手順に従って追加します。
a.

[Well-known CAs] をクリックします。

b.

追加する既存の CA 証明書を選択し、[Import] をクリックします。選択した CA 証明書は、
[SSL CA Certificate List] に表示されているリストに追加されます。

独自の CA 証明書を次の手順に従って追加します。
a.

[Create] をクリックします。

[Creating New CA Certificate] ウィンドウが表示されます（図 12-22）。
（注）

図 12-22

b.

WAAS Express デバイスの場合、[Add CA] をクリックして独自の CA 証明書を追加
します。名前と URL を入力し、[Get CA Certificate] をクリックします。この後、ス
テップ 6 に進みます。
[Creating New CA Certificate] ウィンドウ

証明書の名前を [Certificate Name] フィールドに入力します。

c. （任意）CA 証明書の説明を [Description] フィールドに入力します。
d.

[Revocation check] ドロップダウン リストから [Disable] を選択して、この CA によって署名
された証明書の OCSP 失効を無効にします。[Ignore OCSP failures] チェックボックスを選択
して、OCSP 失効チェックが失敗しても失効チェックは成功したとマーク付けされるよう
にします。

e.

次の方法のうち 1 つを選択することで証明書情報を追加します。
– Upload PEM File
ファイルをアップロードする場合は、ファイルを PEM 形式にする必要があります。使
用するファイルを参照して、[Upload] をクリックします。
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– Paste PEM-encoded Certificate
CA 証明書情報を貼り付ける場合、PEM 形式の証明書のテキストを [Paste PEM-encoded
certificate] フィールドに貼り付けます。
– Get CA Certificate using SCEP
このオプションは、Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用して認証局を
自動的に設定します。自動証明書登録手順を使用している場合は、CA URL を入力し、
[Get Certificate] をクリックします。証明書の内容がテキストおよび PEM 形式で表示さ
れます。
自動証明書登録手順を完了するには、SSL 自動登録の SSL 自動登録設定を行います。
f.

[Submit] をクリックして変更を保存します。

ステップ 5 （任意）リストから CA を削除するには、CA を選択した後、ツールバーにある [Delete] アイコ

ンをクリックします。
ステップ 6

CA 証明書リストの設定が完了したら、[Submit] をクリックします。
（注）

WAAS Express デバイスの場合、[OK] をクリックして CA 証明書リストの設定を保存し
ます。

SSL 自動登録
WAAS SSL アクセラレーション機能によって、SCEP を使用してデバイス（またはデバイス グ
ループ）の証明書を自動的に登録できます。CA 証明書を取得した後で、SSL 自動登録の設定
を行います。

（注）

自動登録の設定を行う前に、CA 機関を設定する必要があります。
SSL 自動登録設定を行うには、次の手順を実行します。

ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [SSL] > [Auto Enrollment] を選択します。
[SSL Auto Settings] ウィンドウが表示されます（図 12-23）。
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図 12-23

ステップ 3

次の CA 設定を行います。
•

CA URL

•

CA：ドロップダウン リストから適切な CA を選択します

•

Challenge Password

（注）
ステップ 4

SSL 自動登録設定ウィンドウ

CA、CA URL、およびチャレンジ パスワードは、SSL 自動登録に必要です。

次の証明書署名要求設定を行います。
•

Common Name

•

Organization and Organization Unit

•

Location, State, and Country

•

Email-Id

ステップ 5

[Key Size] ドロップダウン リストから、キー サイズを選択します。有効な値は、512、768、
1024、1536、または 2048 です。

ステップ 6

[Enable Enroll] チェックボックスを選択します。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。
[SSL Global Settings] ページおよび [Alerts] ページの [Machine Certificate] セクションで登録状態
を確認できます。
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SSL マネジメント サービスの設定
SSL マネジメント サービスは、Central Manager と WAE デバイスの間の安全な通信に影響を与
える SSL 設定パラメータです（図 12-11）。使用される証明書とキーのペアは、各 WAAS デバ
イスに固有です。したがって、SSL マネジメント サービスは、デバイス グループではなく個々
のデバイスに対してのみ設定できます。
SSL マネジメント サービスを設定するには、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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Security] > [Management Service] を選択します。
[Management Service] ウィンドウが表示されます（図 12-24）。
図 12-24

ステップ 3

[Management Service] ウィンドウ

[SSL version] ドロップダウン リストから、使用する SSL プロトコルの種類を選択します。SSL
バージョン 3 プロトコルの場合は [SSL3]、Transport Layer Security バージョン 1 プロトコルの場
合は [TLS1]、SSL3 プロトコルと TLS1 SSL プロトコルの両方を使用する場合は [All] を選択し
ます。

（注）

WAAS Central Manager に設定されたマネジメント サービスの SSL バージョンと暗号設
定も、WAAS Central Manager とユーザのブラウザの間の SSL 接続に適用されます。
プライマリおよびスタンバイの Central Manager は、マネジメント サービスのバージョ
ンや暗号リストを共有する必要があります。マネジメント サービスのバージョンおよ
び暗号リストの設定を変更すると、プライマリ Central Manager とスタンバイ Central
Manager と WAE デバイスの間の接続が失われる可能性があります。
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表 12-4 に、Internet Explorer と Mozilla Firefox でサポートされる暗号リストを示します。
表 12-4

Internet Explorer と Mozilla Firefox でサポートされる暗号リスト

暗号リスト名

Internet Explorer

Firefox

dhe-rsa-with-aes-256-cbc-sha

IE8 以降でサポート

サポートあり

rsa-with-aes-256-cbc-sha

IE8 以降でサポート

サポートあり

dhe-rsa-with-aes-128-cbc-sha

IE8 以降でサポート

サポートあり

rsa-with-aes-128-cbc-sha

IE8 以降でサポート

サポートあり

dhe-rsa-with-3des-ede-cbc-sha

デフォルトでは使用不可

サポートあり

rsa-with-3des-ede-cbc-sha

デフォルトでは使用不可

サポートあり

rsa-with-rc4-128-sha

サポートあり

サポートあり

rsa-with-rc4-128-md5

サポートあり

サポートあり

dhe-rsa-with-des-cbc-sha

未サポート

デフォルトでは使用不可

rsa-export1024-with-rc4-56-sha

サポートあり

デフォルトでは使用不可

rsa-export1024-with-des-cbc-sha

サポートあり

デフォルトでは使用不可

dhe-rsa-export-with-des40-cbc-sha

未サポート

未サポート

rsa-export-with-des40-cbc-sha

未サポート

未サポート

rsa-export-with-rc4-40-md5

サポートあり

サポートあり

（注）

Mozilla Firefox と Internet Explorer の両方で SSLv3 プロトコルと TLSv1 プロトコルがサポー
トされています。ただし、TLSv1 は、デフォルトでは使用できない場合があります。そ
の場合は、ブラウザで TLSv1 を有効にする必要があります。
ブラウザでサポートされていない暗号またはプロトコルを設定すると、ブラウザと
Central Manager の間の接続が失われます。この問題が発生した場合は、CLI から Central
Manager マネジメント サービスの SSL 設定をデフォルトに設定して、接続を復元します。
Internet Explorer など、一部のブラウザは、Central Manager 上での SSL バージョンと暗号
の設定変更に対して正しく対処しません。そのため、変更を送信した後にエラー ページ
がブラウザに表示されることがあります。この問題が発生した場合は、ページをリロー
ドします。

ステップ 4

Cipher List ペインで、SSL アクセラレーションに使用される暗号スイートのリストを選択しま
す。詳細については、暗号リストの操作を参照してください。

SSL 管理サービスの設定
SSL CA 署名証明書をエクスポートして、WAAS Central Manager と Web ブラウザの間の信頼で
きる SSL 通信を有効にすることができます。SSL 通信を有効にするためのデフォルトの証明書
は、WAAS Central Manager の自己署名証明書です。ただし、別の証明書を使用する場合は、
ユーザが設定する必要があります。
SSL 証明書を設定するには、次の手順に従います。
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ステップ 1

[WAAS Central Manager] メニューで、[Devices] > [CM] > [Configure] > [Security] > [SSL Admin
Service] の順に選択します。
デフォルトの証明書が表示されます。

ステップ 2

PKI 操作を選択します
a.

既存の証明書/キー ペアをアップロードまたは貼り付けるには、[Import Existing Certificate
Key] をクリックします。

b.

現在の証明書/キー ペアをエクスポートするには、[Export Certificate Key] をクリックします。
インポートまたはエクスポートするファイルは、PKCS12 形式と Privacy Enhanced Mail
（PEM）形式のいずれかである必要があります。

c.

ステップ 3

Central Manager および WAAS デバイスで SSL に自己署名証明書/キー ペアを使用するには、
[Generate Self-signed Certificate Key] をクリックします。

[Submit] をクリックして証明書を登録します。

Central Manager は、SSL 通信用に選択した証明書を使用します。

SSL ピアリング サービスの設定
SSL ピアリング サービス設定パラメータは、SSL 接続を最適化すると同時に、WAE デバイス
間に SSL アクセラレータによって確立される安全な通信を制御します（図 12-11）。ピアリング
サービス証明書と秘密キーは、WAAS デバイスごとに固有です。そのため、個々のデバイスに
対してだけ設定でき、デバイス グループには設定できません。
SSL ピアリング サービスの設定手順は次のとおりです。
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] > [Security] > [Peering Service] を選択します。
[Peering Service] ウィンドウが表示されます（図 12-25）。
（注）

WAAS Express デバイスの場合、[Peering Service] ウィンドウには標準の [Peering Service]
ウィンドウの各フィールドのサブセットがわずかに異なる形式で表示されます。
暗号リストの [Priority] 設定、および [Disable revocation check of peer certificates] オプション
は WAAS Express に使用できません。
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図 12-25

ステップ 3

[SSL Peering Service] ウィンドウ

[SSL Version] ドロップダウン リストから、使用する SSL プロトコルの種類を選択するか、
[Inherited] を選択してグローバル SSL 設定に設定されている SSL プロトコルを使用します。
SSL バージョン 3 プロトコルの場合は [SSL3]、Transport Layer Security バージョン 1 プロトコル
の場合は [TLS1]、SSL3 プロトコルと TLS1 SSL プロトコルの両方を使用する場合は [All] を選
択します。

（注）

WAAS Express デバイスでは、SSL3 と TLS1 だけが SSL バージョンとしてサポートされ
ます。

ステップ 4

ピア証明書の検証を有効にするには、[Enable Certificate Verification] チェックボックスを選択しま
す。証明書の検証を有効にすると、自己署名証明書を使用する WAAS デバイスは、相互にピア接
続を確立することができなくなり、結果として、SSL トラフィックを加速できなくなります。

ステップ 5

[Disable revocation check for this service] チェックボックスを選択して、OCSP 証明書失効チェッ
クを無効にします。

（注）
ステップ 6

WAAS Express デバイスでは、このオプションは使用できません。

[Cipher List] ペインで、WAE デバイス ピア間の SSL アクセラレーションに使用される暗号ス
イートのリストを選択するか、[Inherited] を選択して SSL グローバル設定に設定されている暗
号リストを使用します。

（注）

WAAS Express デバイスでは、SSL アクセラレーションに使用される暗号スイートのリ
ストは [Cipher List] ペインに表示されます。

詳細については、暗号リストの操作を参照してください。
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ステップ 7

[Submit] をクリックします。
（注）

WAAS Express デバイスでは、SSL 設定変更は、デバイスでセキュリティ ライセンスが
有効にされるまで、デバイスに適用されません。

SSL アクセラレーション サービスの使用
WAAS システムで SSL アクセラレーションを有効にして設定した後、SSL パスで加速する少な
くとも 1 つのサービスを定義する必要があります。SSL アクセラレーション サービスを設定す
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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [SSL Accelerated Services] を選択します。

ステップ 3

アクセラレーション サービスを削除するには、そのサービスを選択し、[Delete] をクリックし
ます。

ステップ 4

[Create] をクリックして、アクセラレーション サービスを新しく定義します。最大 512 のアク
セラレーション サービスを加速できます。
[Basic SSL Accelerated Services Configuration] ウィンドウが表示されます（図 12-26）。
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図 12-26

SSL アクセラレーション サービス：基本ウィンドウ

ステップ 5

サービスの名前を [Service Name] フィールドに入力します。

ステップ 6

このアクセラレーション サービスを有効にするには、[In service] チェックボックスを選択します。

ステップ 7

クライアント バージョンのロールバック チェックを有効にするには、[Client version rollback
check] チェックボックスを選択します。
クライアント バージョンのロールバック チェックを有効にすると、正しくないクライアント
バージョンの接続が最適化されなくなります。

ステップ 8

サブジェクト代替名を照合するには、[Match Server Name Indication] チェックボックスを選択し
ます。詳細については、SaaS アプリケーションの SSL アクセラレーションの設定を参照して
ください。

ステップ 9

プロトコル チェーンを有効にするには、[Enable protocol chaining] チェックボックスを選択します。
プロトコル チェーンを有効にすると、他のプロトコルを SSL を介して最適化できます。

ステップ 10 （任意）サービスの説明を [Description] フィールドに入力します。
ステップ 11 [Server] ドロップダウン リストから、SSL サービス エンドポイント タイプとして、[IP

Address]、[Hostname]、または [Domain] を選択します。
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ステップ 12 アクセラレーション サーバのサーバ IP アドレス（またはプロキシ IP アドレス）
、ホスト名、また

はドメインを入力します。サーバの IP アドレスを指定するには、Any キーワードを使用します。
（注）

最大 32 個の IP アドレス、32 個のホスト名、および 32 個のドメインが指定できます。

（注）

ホスト名とドメイン サーバのアドレス タイプがサポートされるのは、WAAS ソフト
ウェアのバージョン 4.2.x 以上を使用している場合だけです。サーバ IP アドレス キー
ワードの Any がサポートされるのは、WAAS ソフトウェアのバージョン 4.2.x 以上を使
用している場合だけです。

ステップ 13 加速するサービスに関連付けられたポートを入力します。
ステップ 14 [Add] をクリックして、各アドレスを追加します。サーバのホスト名を指定した場合、Central

Manager はホスト名を IP アドレスに解決し、[Server IP] / [Server Ports] テーブルに追加します。
ステップ 15 リストから IP アドレスを削除するには、[Delete] をクリックします。
ステップ 16 証明書とキー ペアの方法を選択します（図 12-27）
。

図 12-27

サービス証明書と秘密キーの設定

•

WAAS デバイスで SSL に自己署名証明書/キー ペアを使用するには、[Generate Self-signed
Certificate Key] をクリックします。

•

既存の証明書/キー ペアをアップロードまたは貼り付けるには、[Import Existing Certificate
Key] をクリックします。

（注）

SaaS アプリケーションの場合、証明書にサブジェクト代替名（SAN）情報が必要です。

•

現在の証明書/キー ペアをエクスポートするには、[Export Certificate Key] をクリックします。

•

既存の証明書/キー ペアを更新または置き換えるには、[Generate Certificate Signing Request] を
クリックします。証明書署名要求は、新しい証明書を生成するために CA で使用されます。
インポートまたはエクスポートするファイルは、PKCS12 形式と PEM 形式のいずれかであ
る必要があります。

•

クライアントで設定された証明書を使用するには、[Import existing client certificate and
optionally private key] をクリックします。
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サービス証明書と秘密キーの設定手順については、サービス証明書と秘密キーの設定を参照し
てください。

（注）

既存の SSL アクセラレーション サービスの証明書またはキーを変更する場合は、[In
service] チェックボックスの選択を解除して、[Submit] をクリックしてサービスを無効
にし、5 分間待ってから [In service] チェックボックスを選択して、[Submit] をクリック
してサービスを再度有効にする必要があります。または、WAE で、no inservice SSL ア
クセラレーション サービス コンフィギュレーション コマンドを使用して、数分間待
ち、inservice コマンドを使用することもできます。複数の SSL アクセラレーション
サービスの証明書またはキーを変更した場合は、SSL アクセラレータを無効にしてから
再び有効にして、すべてのアクセラレーション サービスを再起動することができます。

ステップ 17 [Advanced Settings] タブをクリックして、サービスの SSL パラメータを設定します。

[Advanced SSL Accelerated Services Configuration] ウィンドウが表示されます（図 12-28）。
図 12-28

[SSL Accelerated Services—Advanced] ウィンドウ

ステップ 18 （任意）[SSL version] ドロップダウン リストから、使用する SSL プロトコルの種類を選択する

か、[Inherited] を選択してグローバル SSL 設定に設定されている SSL プロトコルを使用しま
す。SSL バージョン 3 プロトコルの場合は [SSL3]、Transport Layer Security バージョン 1 プロト
コルの場合は [TLS1]、SSL3 プロトコルと TLS1 SSL プロトコルの両方を使用する場合は [All]
を選択します。
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ステップ 19 （任意）[Cipher List] ドロップダウン リストから、WAE デバイス ピア間の SSL アクセラレー

ションに使用される暗号スイートのリストを選択するか、[Inherited] を選択して SSL グローバ
ル設定に設定されている暗号リストを使用します。詳細については、暗号リストの操作を参照
してください。
ステップ 20 （任意）証明書失効の OCSP パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
a.

クライアント証明書の検証を有効にするには、[Verify client certificate] チェックボックスを
選択します。

b.

[Disable revocation check for this service] チェックボックスを選択して、OCSP クライアント
証明書失効チェックを無効にします。

c.

サーバ証明書の検証を有効にするには、[Verify server certificate] チェックボックスを選択し
ます。

d.

[Disable revocation check for this service] チェックボックスを選択して、OCSP サーバ証明書
失効チェックを無効にします。

（注）

サーバとクライアントのデバイスが自己署名証明書を使用する場合、証明書の検証が有
効になっていると、WAAS デバイスで SSL トラフィックを加速できなくなります。

ステップ 21 SSL アクセラレーション サービスの設定が完了したら、[Submit] をクリックします。

SSL アクセラレーション サービスの証明書またはキーの更新
ある時点で SSL アクセラレーション サービスの証明書またはキーを更新する必要がある場合
は、次の手順に従います。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [SSL Accelerated Services] を選択します。

ステップ 3

該当するサービスの [Name] 列で [Edit SSL Accelerated Service] ボタンをクリックします。

ステップ 4

自己署名証明書および秘密キーの再生成、または更新された証明書またはキーのインポートの
いずれかを行うための、証明書とキーのペアの方法（図 12-27）を選択します。

ステップ 5

選択した方法に応じて必要な詳細を入力し、[Generate] または [Import] をクリックし、次に
[Submit] をクリックします。
（注）

SSL アクセラレーション サービスの証明書を更新して使用する際は、設定済みの SSL
アクセラレーション サービスを停止してから起動することが重要です。既存の証明書
とキーはアクセラレータのメモリに格納されているため、この手順が必要になります。
上記の手順で証明書およびキーを更新しても、メモリ内の証明書およびキーは更新され
ないため不十分です。
更新された SSL アクセラレーション サービスの証明書が使用されていることを確認す
るために、次の手順も必ず実行してください。

ステップ 6

該当するサービスの [Name] 列で [Edit SSL Accelerated Service] ボタンをクリックします。

ステップ 7

[In service] のチェックマークを外し、[Submit] をクリックします。
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ステップ 8

最後にもう一度、該当するサービスの [Name] 列で [Edit SSL Accelerated Service] ボタンをク
リックします。

ステップ 9

[In service] のチェックマークを入れ、[Submit] をクリックします。

SaaS アプリケーションの SSL アクセラレーションの設定
SaaS アプリケーションは、通常は複数の SSL サーバ ファーム、つまり複数のデータセンター
にわたる複数のホストからサービスを提供されます。エンタープライズ データセンターでホス
トされる SSL サービスの場合、IT 管理者は把握および管理している SSL サーバ IP をデータセ
ンター WAAS に提供することができます。ただし、クラウド内のサードパーティ製 SaaS プロ
バイダーでホストされる SSL サービスの場合、クラウド プロバイダーが複数の Content
Delivery Network（CDN）およびデータセンターを使用しているため、SSL サーバ IP アドレス
は IT 管理者によって管理されません。単一の SaaS サービスの場合でも、動的に変動する複数
のサーバ IP アドレスがある可能性があります。これは、SaaS アプリケーションの名前空間ま
たは証明書の不一致による不慮のエラーの原因となります。
これらのエラーを回避してこれらのアプリケーションが最適化されるようにするには、次の手
順に従って SaaS アプリケーション用に SSL アクセラレーション サービスを設定します。
ステップ 1

SSL アクセラレーション サービスの使用に記載されているステップ 1 ～ 8 に従って、SaaS アプ
リケーション用の SSL アクセラレーション サービスを作成します。

ステップ 2

サブジェクト代替名を照合するには、[Match Server Name Indication] チェックボックスを選択し
ます。または、コア WAAS デバイスで match sni コマンドを使用します。
有効になっている場合、SSL アクセラレータは、宛先ホスト名に関して初期 SSL 接続セット
アップ メッセージを（Server Name Indication と呼ばれる SSL プロトコル拡張内で）解析し、そ
れを使用して宛先ホスト名を WAAS デバイスの SSL 証明書内の Subject Alternate Names リスト
と照合します。

（注）

SaaS サーバ ドメインおよび IP アドレスが変動するという性質によって引き起こされる
名前空間または証明書の不一致エラーを回避するために、クラウド ベースの SaaS アプ
リケーションの最適化にはこの設定を推奨します。

（注）

現在のほとんどのブラウザでは Server Name Indication（SNI）がサポートされています。
SNI をサポートするブラウザを使用していることを確認してください。

（注）

[Match Server Name Indication] オプションは WAAS 5.3.5 以降を実行しているデバイスで
のみ使用できます。

ステップ 3

キーワード Any を使用して、アクセラレーション サーバのサーバ IP アドレスを指定します。

ステップ 4

SAAS アプリケーションのすべての SSL トラフィックをポート 443 に向けます。
上記の設定は、ワイルドカード設定よりも優先されます。

（注）

SaaS アプリケーション以外のトラフィック用にポート 443 が設定されている場合は、
設定を確認して適切に再設定する必要があります。
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ステップ 5

証明書/キー ペアをアップロードまたは貼り付けるには、[Import Existing Certificate Key] をク
リックします。証明書は SaaS アクセラレーション サービス専用にする必要があり、最適化す
る必要があるサーバ ドメインのサブジェクト代替名が含まれている必要があります。SaaS ア
プリケーションで使用するサーバ ドメインの決定に記載されている手順に従って、SaaS アプ
リケーションを最適化するために追加する必要があるサーバ ドメインを識別します。

（注）

ステップ 6

接続が最適化されていることを確認するために、リストから派生する欠落サーバ ドメ
イン名を使用して新しい証明書を定期的に作成する必要があります。

[Submit] をクリックして、SaaS アプリケーション用の SSL アクセラレーション サービスの設
定を完了します。

SaaS アプリケーションで使用するサーバ ドメインの決定
[Match Server Name Indication] チェックボックスを選択すると、コア WAAS デバイスにログイ
ンして sh crypto ssl services accelerated-service service-name コマンドを使用して、既存の SSL
証明書に一致しない（したがって最適化されない）サーバ ドメイン名のリストを表示できま
す。これらのサーバ ドメイン名のいずれかを最適化する場合は、次の手順を実行することで、
サーバ ドメイン名を選択してから証明書に追加します。
サーバ ドメイン名のリストには、最大で 128 個のサーバ名が含まれます。
ステップ 1

追加する関連サーバを識別します。サーバ名のカウントおよび最終表示情報に関する詳細を参
照するには、sh crypto ssl services accelerated-service service-name を使用します。
IP アドレスおよびホスト名を表示するための追加情報が必要な場合は、debug accelerator ssl
sni コマンドを使用して SNI デバッグを有効にします。

ステップ 2

Microsoft Management Console（MMC）、OpenSSL、またはその他の使用可能な顧客ツールにロ
グインし、証明書のサブジェクト代替名拡張に SaaS アプリケーションの関連サーバ ドメイン
名が記載された新しい証明書署名要求（CSR）を作成します。次の証明書の例で強調されてい
る部分を参照してください。

（注）

証明書に SAN を追加する場合、ドメイン名をカンマで区切る必要があります。ドメイ
ンのホスト名のリストを 1 つの証明書で保護できることに注意してください。たとえ
ば、a.b.c.com と c.b.com を *.b.c.com として追加できます。ただし、別のドメインの新
しいホスト名の場合、新しいエントリを作成する必要があります。たとえば、b.c.com
の場合、b.c.com または *.c.com として追加する必要があります。また、同じ証明書内の
さまざまな基本ドメインのホスト名を保護することもできます（たとえば、a.b.com や
a.b.net など）。

Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
ec:aa:9b:10:fa:9d:09:95
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco
Systems Inc, OU=WAAS,
CN=Cisco_WAAS_CA/emailAddress=support@cisco.com
Validity
Not Before: Jul 31 06:49:56 2013 GMT
Not After : Aug 30 06:49:56 2013 GMT
Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco
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Systems Inc, OU=WAAS,
CN=Office365/emailAddress=support@cisco.com
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (1024 bit)
Modulus:
00:c6:85:0d:f9:df:4e:4f:c4:53:d5:3e:0f:c4:cb:
53:42:34:34:7d:92:7f:ea:c1:75:0b:21:3f:5f:a1:
be:34:f1:40:c3:32:52:a1:05:79:26:7b:a3:29:c5:
5e:9f:3f:92:6b:d1:b2:fd:bc:c9:2b:8b:e2:9f:1a:
91:83:9b:c8:7f:3f:d9:56:92:75:be:b6:ed:39:39:
2f:1a:2f:ba:39:1b:06:76:0a:17:b5:f0:ec:dd:4c:
fa:94:be:ea:7c:e0:4e:51:b4:d2:75:4d:8b:d9:6e:
de:34:10:c7:c5:e8:97:5f:f2:7f:97:1e:9a:e0:e2:
fc:b4:58:11:45:82:19:14:11
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions：
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
X509v3：Key Usage：
Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
X509v3 Subject Alternative Name:
DNS:*.office365.com, DNS:outlook.com, DNS:*.aadcdn.microsoftonline-p.com,
DNS:*.aspnetcdn.com, DNS:*.client.hip.live.com, DNS:*.hip.live.com,
DNS:*.linkedinlabs.com, DNS:*.live.com, DNS:*.microsoft.com, DNS:*.microsoftonline-p.com,
DNS:*.microsoftonline-p.net, DNS:*.microsoftonline.com, DNS:*.microsoftonlineimages.com,
DNS:*.microsoftonlinesupport.net, DNS:*.msecnd.net, DNS:*.msocdn.com, DNS:*.office.net,
DNS:*.office365.com, DNS:*.officeapps.live.com, DNS:*.officecdn.microsoft.com,
DNS:*.onmicrosoft.com, DNS:*.outlook.com, DNS:*.res.outlook.com, DNS:*.sharepoint.com,
DNS:*.sharepointonline.com, DNS:*.telemetry.microsoft.com,
DNS:*.testexchangeconnectivity.com, DNS:*.vo.msecnd.net, DNS:*.webtrends.com
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
46:db:34:7f:c0:8e:13:81:67:0b:3c:8d:15:3a:ee:1f:c7:cf:
d1:6b:de:00:2a:35:9b:13:d6:bf:79:43:ce:31:c6:f9:de:f7:
20:1f:0e:86:9e:d4:91:01:57:a2:7b:fe:91:00:de:cf:58:90:
85:97:49:b3:11:4c:e9:05:d0:a1:a7:73:7e:50:64:8f:80:f4:
ec:fa:a7:bb:7a:c2:df:5e:c5:e3:a8:52:c4:31:4e:8e:53:36:
59:e9:0f:27:82:71:4e:3b:79:a4:c9:4f:18:7e:06:7a:0c:34:
0a:cf:3c:3e:73:73:5a:52:7d:03:a0:75:50:5a:d4:a5:8b:a9:
ea:96

ステップ 3

エンタープライズ CA に証明書を送信します。

ステップ 4

エンタープライズ CA から信頼できるルート認証局のストアに署名付き証明書をインポートし
ます。

（注）

エンタープライズ ルート CA は、信頼できるルート CA としてブラウザに存在している
必要があります。

ステップ 5

[In service] チェックボックスをオフにし、[Submit] をクリックしてアクセラレーション サービ
スを無効にします。

ステップ 6

新しい証明書をアップロードし、サービスを再び有効にします。
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Akamai Connect と WAAS
Akamai Connect 機能は、Cisco WAAS に追加された HTTP/HTTPS オブジェクト キャッシュ コン
ポーネントです。これは、既存の WAAS ソフトウェア スタックに統合されており、HTTP アプ
リケーション オプティマイザを介して使用されます。
Akamai Connect は、ビジネス アプリケーションおよび Web アプリケーションの HTTP/HTTPS
トラフィックの遅延の削減に役立ち、Point of Sale（POS）、HD ビデオ、デジタル サイネージ、
店舗での注文処理などの多くのアプリケーションのパフォーマンスを向上できます。これによ
り、大幅な目に見える WAN データのオフロードが提供され、1 番目と 2 番目のパスのアクセラ
レーションにおいて、DRE（重複排除）、LZ（圧縮）、TFO（トランスポート フローの最適
化）、SSL アクセラレーション（セキュア/暗号化）などの既存の WAAS 機能との互換性があり
ます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

Akamai Connect および WAAS で使用される用語

•

Akamai Connect を WAAS に追加する利点

•

WAAS での Akamai Connect の使用に関する考慮事項

•

キャッシング タイプ

•

Akamai Connected Cache

•

OTT キャッシング

•

Akamai キャッシングでサポートされる WAAS プラットフォーム

•

ワークフロー：Akamai Connect の使用

•

Akamai Connect の登録、アクティブ化、および有効化

•

Akamai Connected Cache の有効化

•

OTT キャッシングの有効化

•

Akamai ネットワークへの接続での HTTP プロキシの使用

•

キャッシング ポリシーの設定

•

Cisco クラウド Web セキュリティのユーザ ポリシーの設定

•

キャッシュ事前配置の設定

Akamai Connect および WAAS で使用される用語
Akamai Connect および WAAS について、以下の用語が使用されます。
•

Akamai Connect：Akamai Connect は、Cisco WAAS に追加された HTTP/S オブジェクト
キャッシュ コンポーネントであり、既存の WAAS ソフトウェア スタックに統合され、
HTTP アプリケーション オプティマイザを介して使用されます。WAAS を Akamai Connect
とともに使用すると、ビジネス アプリケーションおよび Web アプリケーションの HTTP/S
トラフィックの遅延を削減できます。

•

Akamai Connected Cache：Akamai Connected Cache は Akamai Connect のコンポーネントで
あり、キャッシュ エンジン（CE）が Akamai Intelligent Platform の Edge サーバによって配
信されるコンテンツをキャッシュできます。
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業界全体で、モード、プロファイル、およびポリシーの各用語は、キャッシング タイプおよび
プロセスを説明するために同じ意味で使用される場合があります。このマニュアルでは、次の
ようにこれらの用語を使用します。
•
•
•

モード：透過キャッシングのバージョン（Basic、Standard、Advanced、または Bypass）。
プロファイル：グループに適用される一連のホスト ルールおよびキャッシング タイプ
（CE の優先順位に従います）。
ポリシー：個別に、またはグループとしてデバイスまたはデバイス グループに適用され
る、一連のルールおよびキャッシングの条件。

Akamai Connect を WAAS に追加する利点
以下に、Akamai Connect を WAAS に追加する利点の一部を示します。
•

インテリジェントな透過オブジェクト キャッシング（Akamai のキャッシュの統合による）
。

•

WAAS ソフトウェアおよび設定への Akamai Connect のシームレスな統合（WAAS Central
Manager および WAAS CLI を使用）。

•

低遅延コンテンツ配信ネットワーク転送を提供する Akamai の Edge Grid Network との統合
（Akamai Connected Cache を使用）。

•

大幅な目に見える WAN データのオフロード。

•

指定した Web サイトのキャッシュ事前配置（ウォーミング）。

•

特定の Web サイトまたはドメインのキャッシュ制御のためのホスト名ルール。

•

Akamai Connect と WAAS ミドルマイル機能の併用のための、1 番目と 2 番目のパスの高速
化（DRE、LZ、TFO、および SSL の高速化など）

•

両面または片面のネットワーク配置（両面または片面のネットワーク配置で説明）。

両面または片面のネットワーク配置
Akamai Connect は、両面または片面いずれかの導入シナリオで導入できます。
両面導入（図 12-29）では、HTTP および HTTPS のトラフィックに関して既存の WAAS テクノ
ロジーと Akamai キャッシングの利点が提供されます。
•

顧客が所有するイントラネット Web リソースの透過キャッシング。

•

ブランチ内のみでのキャッシング。

•

事前配置が組み込まれています（非 SSL コンテンツの場合）。
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図 12-29

両面導入

片面導入（図 12-30）は、HTTP オブジェクト キャッシングの利点を提供します。
•

プロキシ固有の HTTP cache-control ヘッダーを活用する汎用 Web リソース。

•

ブランチ内のみでのキャッシング。

•

事前配置が組み込まれています（非 SSL コンテンツの場合）。

•

片面導入は、デフォルトでは Standard モードの透過キャッシングでオンになっています。

図 12-30

片面導入

WAAS での Akamai Connect の使用に関する考慮事項
以下に、WAAS で Akamai Connect を使用する際の考慮事項を示します。
•

キャッシュのコンテンツを表示することはできず、キャッシュに残すためにコンテンツを
固定することはできません（たとえば、事前配置コンテンツの場合）。

•

HTTPS コンテンツ用の別のキャッシュはありません。ただし、HTTP と HTTPS の両方がア
クセスしている場合、同じサイトに対してデータが格納される方法は異なります（サイト
がキャッシュに格納される方法は URL に基づいており、これは HTTP と HTTPS で異なり
ます）。

CE は AppNav を明示的には統合していません。AppNav のステータスは、HTTP アプリケー
ション アクセラレータに基づいています。

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

12-61

第 12 章

アプリケーション アクセラレーションの設定

Akamai Connect と WAAS

（注）

モード、プロファイル、およびポリシーの各用語は、キャッシング タイプおよびプロセスを説
明するために同じ意味で使用される場合があります。このマニュアルでは、次のようにこれら
の用語を使用します。
モード：透過キャッシングのバージョン（Basic、Standard、Advanced、または Bypass）。
プロファイル：グループに適用される一連のホスト ルールおよびキャッシング タイプ（CE の
優先順位に従います）。
ポリシー：単一で、またはグループとしてデバイスまたはデバイス グループに適用される、一
連のルールおよびキャッシングの条件。

キャッシング タイプ
WAAS は、透過キャッシング、Akamai Connected Cache、およびオーバーザトップ（OTT）
キャッシングをサポートします。

キャッシング タイプ：優先順位
使用されているキャッシング モードおよびポリシーが複数存在する場合、CE はこれらの実行時
に優先順位を適用します。優先順位の高いルールが最初に実行され、そのドメインまたはデジタ
ル プロパティに適用されているその他のルールは無視されます。優先順位は次のとおりです。
1.

透過キャッシングのルール

2.

OTT/Akamai Connected Cache

3.

Default Transparent ポリシー

たとえば test.com が Akamai Connected Cache のプロパティであるが、このサイトに Adanced
モードのキャッシュ ルールが設定されている場合、Advanced モードが優先され、Akamai
Connected Cache はスキップされます。
（注）

キャッシュ事前配置がオンになっている場合、その優先順位はその他のキャッシング タイプと
同じです。

（注）

Akamai Connect は、最も正確なホスト名一致、次にキャッシュ優先順位に基づいてキャッシュ
タイプを決定します。www.host.com は *.host.com より正確です。このシナリオでは、Akamai
Connected Cache（優先順位 #2）などの優先順位が低いキャッシュに透過（優先順位 #1）など
の優先順位が高いキャッシュよりも正確な一致がある場合、より正確な一致と優先順位が低い
キャッシュを使用してキャッシングが発生します。
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透過キャッシング
透過キャッシング（RFC-2616 標準に準拠）は、コンテンツを変更せずに元のサーバからクラ
イアントに配信します。透過キャッシングは、関連する認証を使用して、クライアントから
サーバに要求を送信します。途中でプロキシ サーバによってヘッダーまたは返されるパケット
のいずれにも変更が加えられることはありません。ただし、プロキシのアクションにマークを
付けるいくつかのヘッダーがあり、これらのヘッダーはキャッシュ制御ヘッダーの変更を意味
せずに変更されることがあります。
4 つのタイプの透過キャッシング モード（Basic、Standard、Advanced、および Bypass）があり
ます。
透過キャッシングが動作できるモードは 2 つあります（片面モードと両面モード）。
（注）

HTTPS を介して透過キャッシングにアクセスする場合、デフォルトのキャッシング モードは
Basic モードです。この場合、機密コンテンツが誤ってキャッシュされることはありません
（Basic モードでは、ユーザが明示的にマークを付けたコンテンツのみがキャッシュされます）。
HTTPS を使用して別のモードでコンテンツをキャッシュする場合は、HTTPS サーバ ロケー
ションに一致するホスト ルールを作成します。ホスト ルールの作成の詳細については、
キャッシング ポリシーの設定を参照してください。

Basic モード
Basic モードでは、CE は厳密な RFC-2616 動作で機能するため、任意のタイプの IP ネットワー
クを介したデータセンターからブランチ オフィスへのトラフィックを提供および加速するため
に、Cache-Control ヘッダーを使用して明示的にキャッシュ可能としてマークが付けられている
か Expire ヘッダーがある応答のみがキャッシュされます。キャッシングはブランチまたはロー
カル ルータでのみ行われ、元の送信場所には関係なくインターネットからのコンテンツを
キャッシュできます。

Standard モード（デフォルト）
Standard モード（デフォルト）でも、CE は cache control ヘッダーに関して RFC-2616 動作に従
いますが、Basic モードとは次のように異なります。
•

Standard モードでは、CE はクライアント キャッシュのオーバーライド動作には従いません
（たとえば、must-revalidate や proxy-revalidate など）。

•

cache-control ヘッダーも expire ヘッダーも存在しないが Last Modified Time はある場合、CE
は Last Modified Time に基づいてヒューリスティックを実行し、見かけの経過時間の 10%
のオブジェクトを格納します（最大で 1 日）。

注意

適切に設定された Web サイトは Standard モードでも動作しますが、キャッシュ可能
であると適切にマークが付けられていないログイン ページ、クッキー設定ページ、
または動的コンテンツでは、問題が発生する可能性があります。シスコは Web サイ
トをテストすることを推奨します。これは、新しく作成した Web サイトやユーザが
少ないサイトの場合に特に重要です。
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Advanced モード
Advanced モードでは、CE はよりアグレッシブにメディア タイプをキャッシュし、すべてのオ
ブジェクト タイプをより長時間キャッシュします（明示的な有効期限がない場合）。Advanced
の Standard モードに対する利点のほとんどは、Web サイトでキャッシュ可能なメディア コンテ
ンツがまだ適切にマーク付けされていない場合に発生します。Advanced モードは、メディア
リッチなイントラネット サイトに最適です。
cache-control ヘッダーも expire ヘッダーも存在しないが Last Modified Time はある場合、CE は
Last Modified Time に基づいてヒューリスティックを実行し、見かけの経過時間の 20% のオブ
ジェクトを格納します（最大で 1 日）。
表 12-5 にリストされている特定のメディア ファイル タイプは、そのメディア タイプがキャッ
シュ不可と指定されていないか、またはメディア タイプの要求に明らかな経過時間がない場
合、Advanced モードによって丸 1 日キャッシュされます。その他のすべてのメディア タイプ
の場合、Last Modified Time があるかどうかには関係なく、システムは最短で 1 時間、最長で 7
日間オブジェクトをキャッシュします。
表 12-5

Advanced モード：丸 1 日キャッシュされる可能性があるメディア タイプ

Advanced モード：丸 1 日キャッシュされる可能性があるメディア タイプ
（キャッシュ不可と指定されていないか、またはメディア タイプの要求に明らかな経過時間
がない場合）
3g2

3gp

aac

aif

aiff

asf

asx

au

avi

bin

bmp

cab

carb

cct

cdf

class

css

dcr

doc

docx

dtd

dv

dvd

dvr

dvr-ms

exe

flv

gcf

gff

gif

grv

hdml

hqx

ico

ini

jpeg

jpg

js

m1v

m4a

midi

mov

mp3

mp4

mpeg

mpg

mpv

nv

pct

pdf

png

ppc

ppt

pptx

pws

qt

swa

swf

tif

txt

vbs

w32

wav

wbmp

wma

wml

wmlc

wmls

wmlsc

wmv

xsd

xsl

xls

xlsx

zip

注意

適切に設定された Web サイトは Advanced モードでも動作しますが、Advanced モード
では、わずかなキャッシング誤設定があった場合でも特定の Web ページの表示に問
題が発生する可能性があります。シスコは、CE を実稼働環境に導入する前に、ご使
用のアプリケーションに関してこのキャッシング モードのパフォーマンスをテスト
することを推奨します。テストする際には、動的な URL、およびクライアントに対
して認証を提示する必要があるコンテンツに特に注意してください。

Bypass Mode
Bypass モードでは、CE は 1 つ以上の設定済みサイトに対してキャッシングをオフにします。
特定のホスト名に対して Transparent Bypass モードが設定されている場合、ルールで指定され
ているホスト名のキャッシングは抑制されます。
Bypass モードは、あるサイト、またはあるサイトの一部に対して Akamai Connected Cache また
は OTT キャッシングをオフにする場合に役立ちます。
たとえば、タイプ images#.bar.com のサーバがある場合、images2.bar.com のみがキャッシング
から除外されるようにバイパス ルールを設定できます。その他のすべての images#.bar.com
サーバは、継続して既存のルールの下でキャッシュされます。
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Akamai Connected Cache
Akamai Connected Cache（図 12-31）を使用すると、CE は Akamai Intelligent Platform の Edge
サーバによって配信されるコンテンツをキャッシュできます。これは、世界中の Akamai
Content Delivery Network（CDN）によって提供されるコンテンツです。通常はエンタープライ
ズ キャッシュ エンジンでキャッシュ可能ではありませんが、提供元のネットワーク エッジ要
素との対話に基づいて Akamai CE にキャッシュできます。
図 12-31

Akamai Connected Cache

Akamai Connected Cache の機能
以下に、Akamai Connected Cache 機能のリストを示します。
•

オブジェクト キャッシングは、クライアント側の WAAS デバイスでのみ行われます。

•

事前配置を活用して、Akamai Intelligent Platform を介して配信される HTTP Web サイトを
キャッシュできます。

•

HTTP オブジェクト キャッシュの有効化時および登録時に、各 WAE CE はクレデンシャル
を取得するために Akamai ネットワークに接続します。

•

WAAS/Akamai CE は、最初の応答の HTTP ヘッダーから Akamai Connected Cache で
「Akamai 対応」にすることができるサイトを決定します。次に、CE および Akamai Edge
Server は、クレデンシャルを交換し、Akamai Connected Cache が発生することに同意しま
す。これも、HTTP 要求および応答内の HTTP ヘッダーで行われます。

•

Akamai Edge Server は、処理中のオブジェクト（変更されないオブジェクト）を提供し、
Akamai CE を使用した WAE と正しいクレデンシャルでこれらのオブジェクトをキャッシュ
できるようにすることができます。有効なクレデンシャルを持たないユーザまたはその他
のキャッシュは、キャッシュすることを許可されません。

•

Akamai Edge Server は、処理対象のオブジェクトに関して WAAS/Akamai CE がオブジェク
トをキャッシュできるようにするための追加のヘッダーを提供します。CE は、これを対応
するクライアントに転送します。CE とクライアントの間で渡されるヘッダーは、パス内に
WAE がない場合にクライアントまたはエンタープライズ プロキシ サーバに表示される
ヘッダーと類似しています。
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Akamai Connected Cache の要件
Akamai Connect の [Cache Settings] タブ（[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect]）で [Enable
Akamai Connect] チェックボックスを選択すると、Akamai Connected Cache がデフォルトで有効
になります。
Akamai Connected Cache が動作するためには、登録と認証キーが必要です。Akamai Connected
Cache を無効または有効にする方法については、Akamai Connected Cache の有効化を参照して
ください。

OTT キャッシング
オーバーザトップ（OTT）キャッシングは、セッションおよびサイトに関連する URL を調べて
そのオブジェクトが以前に CE キャッシュに格納されたオブジェクトと同一かどうかを判別す
ることにより、動的コンテンツをキャッシュします。OTT は、ストリーム配信されるコンテン
ツ（特にビデオ コンテンツ）、およびセッションまたは認証方式に基づいた動的 URL を使用す
るサイトで使用されます。
OTT は、通常はキャッシュできないいくつかの人気サイトを WAAS がキャッシュして提供で
きるように Akamai が開発したキャッシング機能です。このキャッシング機能には、Akamai に
よって作成および配布される特殊なメタデータが必要です。OTT では、メタデータ ロジックを
使用して、ビデオごとに固有のキャッシュ キーを決定します。これにより、動的 URL を
キャッシュできます。
図 12-32

OTT キャッシング

このリストでは、OTT が WAAS とともにどのように機能するかを示します。
•

現在、CE は、1 つのサイト、YouTube に対してのみ OTT を使用しています。

•

YouTube は HTTPS を介して配信されるため、SAAS 最適化の場合と同じプロセスに従う必
要があります。詳細については、SaaS アプリケーションの SSL アクセラレーションの設定
を参照してください。照合する必要があるドメインは、*.youtube.com、*.ytimg.com、
*.googlevideo.com、および *.ggpht.com です。

•

OTT はデフォルトで無効になっていますが、HTTP アプリケーション アクセラレータのオ
ブジェクト キャッシュを有効にすると有効になります。OTT を有効または無効にする方法
については、OTT キャッシングの有効化を参照してください。

以下に、WAAS および Akamai Connect を使用した OTT 機能のワークフローを示します。
1.

登録プロセスで、WAE CE は YouTube にメタデータを提供します。
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2.

クライアントが YouTube サイトにアクセスします。1 つのクライアント要求は、実際には
チャンクとしてビデオを要求することに注意してください（動的 ID の場合でも同様）。各
チャンクには、ビデオの一部だけではなく、関連付けられたオーディオおよびビデオの品
質（360p、480p、720p など）も含まれています。

3.

Akamai CE は、メタデータ ロジックを使用して、動的 ID ごとに固有のキャッシュ キーを
決定します。YouTube の動的 ID は通常は約 6 時間で期限切れになりますが、CE はこれを 1
日間格納します。

4.

ビデオが再生されるたびに、要求は元のサーバにアクセスして動的 ID を取得します。次
に、これをキャッシュ内の動的 ID とキャッシュ キーのペアと比較します。

ビデオに関連付けられた動的 ID が変更されると、ビデオは元のサーバから提供されますが、
これは失敗します。その ID に対する新しいキャッシュ キーが生成され、格納されます。
一致が見つかると、ビデオはキャッシュから提供されます。

Akamai キャッシングでサポートされる WAAS プラットフォーム
CE に割り当てられたリソースのフローは WAAS Central Manager によって制御されますが、リ
ソース プール全体、およびキャッシュ エンジンに割り当てることができるリソースの量は、
ハードウェア プラットフォーム、およびルータのサービス設計でサポートされる接続数とユー
ザ数によって制御されます。
表 12-6 は、Akamai キャッシングをサポートする WAAS プラットフォームを示しています。
表 12-6

（注）

Akamai キャッシングでサポートされる WAAS プラットフォーム

アプライアンス

SM

vWAAS

ISR-WAAS

WAVE-294

SM-700

vWAAS-200

ISR-WAAS-750
（ISR-4451、ISR-4431、
ISR-4351、ISR-4331）

WAVE-594

SM-900

vWAAS-750

ISR-WAAS-1300
（ISR-4451、ISR-4431）

WAVE-694

SM-710

vWAAS-1300

ISR-WAAS-2500
(ISR-4451)

—

SM-910

vWAAS-2500

—

—

—

vWAAS-6000

—

vWAAS バージョン 5.4 より前のバージョンからアップグレードする場合は、3 台目のディス
ク、および場合によりメモリの追加が必要です。詳細については、
『Cisco Wide Area Application
Services vWAAS Installation and Configuration Guide』の「Akamai Connect and vWAAS」というセ
クションを参照してください。

ワークフロー：Akamai Connect の使用
1.

Akamai Connect を登録する前に、Akamai Connect 用の WAAS 設定の確認の説明に従って、
Akamai Connect とともに動作するすべての関連コンポーネントが WAAS 設定に存在するこ
とを確認します。
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2.

Akamai Connect の有効化の説明に従って、Akamai Connect を有効にします。

3.

Akamai Connect のライセンスのアクティブ化の説明に従って、Akamai Connect を登録して
アクティブにします。

4.

Akamai Connected Cache の有効化の説明に従って、Akamai Connected Cache を有効にします。

5. （任意）OTT キャッシングの有効化の説明に従って、オーバーザトップ キャッシングを有

効にします。
6.

必要に応じて、Akamai ネットワークへの接続での HTTP プロキシの使用の説明に従って、
Akamai ネットワークに接続するための HTTP プロキシを設定します（WAAS CM をプロキ
シとして使用、または外部 HTTP プロキシの設定）。

7.

必要に応じて、WAAS デバイスの登録解除と再登録の説明に従って、WAAS デバイスを登
録解除してから再登録します。

8.

必要に応じて、非アクティブまたは期限切れの Akamai Connect ライセンスの交換の説明に
従って、期限切れの Akamai Connect ライセンスを置き換えます。

9.

キャッシング ポリシーの設定の説明に従って、キャッシング ポリシーを設定します（すべ
てのサイトに対して 1 つのポリシー、またはサイトごとに個別のポリシー）。

10. （任意）Cisco クラウド Web セキュリティのユーザ ポリシーの設定の説明に従って、Cisco

クラウド Web セキュリティのユーザ ポリシーを設定します。
11. キャッシュ事前配置の設定の説明に従って、キャッシュ事前配置を設定します。
12. キャッシュ事前配置タスクのステータスの表示の説明に従って、キャッシュ事前配置タス

クのステータスを表示します。
13. （任意）キャッシュ事前配置タスクのコピーの説明に従って、キャッシュ事前配置タスクを

コピーします。
14. 第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」の[Akamai

Connected Cache] チャートの説明に従って、Akamai Connected Cache の統計情報（応答時間
の短縮、スループットの概要、HTTP 帯域幅の節約、上位サイト、キャッシュ統計情報
（ヒット数）など）を表示します。

Akamai Connect の登録、アクティブ化、および有効化
ここでは、Akamai Connect の登録、アクティブ化、および有効化の方法、WAAS デバイスの登
録解除および再登録の方法、および非アクティブまたは期限切れの Akamai Connect ライセンス
の交換方法について説明します。

Akamai Connect 用の WAAS 設定の確認
Akamai Connect をアクティブにするための登録プロセスを開始する前に、WAAS 設定が次のよ
うになっていることを確認します。
•

WAAS CM および WAAS アプライアンスがソフトウェア バージョン 5.5.1 にアップデート
されている。

•

NTP 標準サーバ（NTP.org）から 30 秒以内であることが確認済みの NTP サービス。NTP
サーバの設定方法については、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のNTP サーバの設
定を参照してください。

•

WAAS デバイスおよび WAAS CM 上に設定された動作中の公開 DNS サーバ。DNS サーバ
の設定方法については、第 6 章「ネットワーク設定の構成」のDNS サーバの設定を参照し
てください。
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•

WAAS CM がポート 443 で HTTPS を介して Akamai の Luna システムに到達できる（カスタ
ム ホスト名はアクティベーション ファイル内にあります）。

•

WAAS デバイスが Akamai Management Gateway（AMG）に接続して認証キーを取得できる。
Akamai Connect 用に設定された WAAS デバイスには、毎日 AMG にアクセスして正しいクレ
デンシャルと更新されたメタデータを取得するための正しいネットワーク接続が必要です。
WAAS は、ポート 443 で AMG への HTTPS 接続を確立して、この情報を取得します。
インターネットに直接アクセスできない WAAS デバイスは、WAAS CM をプロキシとして使
用するように設定できます。詳細については、次のサイトを参照してください。

（注）

WAAS が AMG と 48 時間以上通信できないと、Akamai Connected Cache 機能は動作
を停止します。

Akamai Connect の有効化
[Akamai Connect] 画面には次の 2 つのタブがあります。
•

[Cache Settings]（Akamai Connect の有効化）

•

[Cache Prepositioning]（キャッシュ事前配置の設定）

Akamai Connect を有効にするには、次の手順に従います。Akamai Connect の詳細については、
Akamai Connect と WAASを参照してください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューの [Device Groups] タブまたは [Devices] タブのいずれかから、
[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] の順に選択します。
[Cache Settings] と [Cache Prepositioning] という 2 つのタブがある [Akamai Connect] ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2

[Cache Settings] タブを選択します。
（注）

ステップ 3

デバイス グループに対して Akamai Connect 機能を設定する場合、そのデバイス グルー
プには Akamai Connect をサポートするデバイスのみが含まれている必要があります。
詳細については、Akamai キャッシングでサポートされる WAAS プラットフォームを参
照してください。

[Enable Akamai Connect] チェックボックスを選択して、Akamai Connect CE をオンにします。
EULA（エンドユーザ ライセンス契約）が表示されたら、[Accept] をクリックします。
デバイスまたはグループ レベルで設定を初めて作成する場合、Akamai ライセンス アップロー
ド ファイルが表示され、提供されたライセンス ファイルを選択し、[Submit] をクリックしま
す。Akamai Connect ライセンスのアクティブ化の詳細については、Akamai Connect のライセン
スのアクティブ化を参照してください。

（注）

CE を有効にすると、アクティブ キャッシングが Standard モードで開始されます。
Advanced モードまたは Bypass モードを希望する場合は、それを指定する必要がありま
す。このステップについては、キャッシング ポリシーの設定で説明します。
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ステップ 4

[Edit Settings] または [Advanced Cached Settings] に進みます。
（注）

詳細設定やキャッシュ事前配置などの設定を編集する場合は、Akamai Connect 機能を有
効のままにしておく必要があります。

Akamai Connect のライセンスのアクティブ化
Akamai Connect をアクティブにするための登録プロセスを開始する前に、Akamai Connect 用の
WAAS 設定の確認の説明に従って、WAAS 設定が準備できていることを確認します。
Akami Connect アクティベーション ファイルを受信してアクティブにするには、次の手順に従
います。
ステップ 1

シスコのアカウント担当者または再販業者から Akamai Connect のライセンスを購入します。

ステップ 2

アカウント担当者または再販業者が Cisco Commerce Workspace（CCW）システムに注文を入力
します。注文では、アクティベーション ファイルの電子配信のための電子メール アドレスを
指定する必要があります。

ステップ 3

CCW は Akamai Luna ポータルにアクセスして、入力された Akamai ライセンスの数とタイプに
対するライセンスを要求します。

ステップ 4

Akamai は、ライセンスを生成して、単一のアクティベーション ファイルの形式で CCW システ
ムに送信します。

ステップ 5

CCW システムは、注文で指定されている電子メール アドレスにアクティベーション ファイル
を添付した電子メールを送信します。CCW 注文内の電子メール アドレスを選択する際の優先
順位は次のとおりです。
•

優先順位 1：電子配信用電子メール アドレス

•

優先順位 2：エンド カスタマーの電子メール アドレス

•

優先順位 3：出荷連絡先の電子メール アドレス

（注）

ステップ 6

注文で電子メール アドレスを指定しないと、アクティベーション ファイルを受信しま
せん。

各 WAE で Akamai キャッシングを有効にします。[Akamai Connect] 画面に到達するために使用
できるパスは 2 つあります。いずれかのパスを使用して、Akamai Connect で Akamai Connected
Cache または OTT のいずれかの透過キャッシング方式を使用できるようにすることができま
す。今回初めて [Akamai Connect] 画面に移動する場合は、ライセンスのアクティベーション
ファイルを指定するように求めるプロンプトが表示されます。
•

WAAS CM から、[Device/Device Group] > [Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] の
順に選択します。
または

•

WAAS CM から、[Home] > [Admin] > [Licenses] > [Akamai Connect] の順に選択します。
必要に応じて、後でこのパスを使用してライセンスを追加できます。
[Akamai Connect] 画面が表示されます。

ステップ 7

[Upload Akamai Connect License file] フィールドで [Browse] をクリックし、アクティベーション
ファイルを強調表示して [OK] をクリックします。
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ステップ 8

[Upload] をクリックします。アクティベーション ファイル内の認証データが Akamai Luna ポー
タルに送信されます。

ステップ 9

デバイス メッセージが Luna ポータルに送信された後：
•

Luna ポータルは、WAAS Central Manager および Akamai Management Gateway（AMG）
に資格コードを送信します。

•

WAAS Central Manager は、WAAS に資格コードを送信します。

•

AMG は、Akamai Grid ネットワークの Edge サーバに資格コードを導入します。

資格コードは、Luna、AMG、および WAAS デバイスで維持されます。WAAS は、アドレス
amg.terra.akamai.com を解決できるプロキシおよび DNS サーバを使用して AMG に接続します。
ステップ 10 [Status of devices with Akamai Connect feature configured] というタイトルのリストに、1 つ、一

部、またはすべてのデバイスに関して次のタイプのステータスが表示されます。
•

[Akamai Device Status]：[ActivationInProgress]、[Active]

•

[Operational Status]：[Disconnected]、[Connected]、または [Running]

•

[Connectivity to Akamai]：[Activating]、[Activated]、または [Connected]

デバイス登録、動作ステータス、および Akamai への接続は、3 つのステータス カテゴリ
（[Akamai Device Status]/[Operational Status]/[Connectivity to Akamai]）に対する一連のステータ
ス インジケータで進行します。

（注）

•

[ActivationInProgress] /[Disconnected] /[Activating]

•

[ActivationInProgress] /[Connected] /[Activating]

•

[Active] /[Connected] /[Activated]

•

[Active] /[Connected] /[Connected]

WAAS デバイスのアクティベーション プロセスの完了には 15 ～ 60 分かかり、この間、
[Connectivity to Akamai] ステータスは [Activating] と表示されます。アクティベーション プロセ
スが完了して [Connectivity to Akamai] ステータスが [Connected] と表示されるまではデバイスは
AMG によって認識されないため、この間はデバイスが Akamai ネットワークと通信できない可
能性があります。

ステップ 11 登録プロセスの最後の手順で、
Luna は AMG および Akamai Grid ネットワークの Edge サーバに

Connected Cache のクレデンシャルを送信します。AMG は Connected Cache のクレデンシャル
を WAAS に転送します。Connected Cache のクレデンシャルが WAAS と Edge サーバの両方にあ
ると、Connected Cache が有効になり、Edge サーバでキャッシング要求に対応できます。その
後、この認証された接続は、Akamai Grid ネットワークの Edge サーバからの Connected Cache
および OTT のキャッシング要求に対してサービスを提供できます
ステップ 12 各 WAE の登録が開始されます。WAAS CM は、Akamai Connect を実行する各デバイスに関す

る情報を Akamai Luna ポータルに提供します。
（注）

[Connected] 動作ステータスの完了まで数分かかります。Edge サーバへのアクティベー
ションの導入の完了まで最大で 45 分程度かかります。いつ要求を行ったか、トラ
フィックの状態、およびその他の不確定要素に応じて、[Active] アクティベーション ス
テータスが表示されるまで数分から 2 時間かかります。

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

12-71

第 12 章

アプリケーション アクセラレーションの設定

Akamai Connect と WAAS

ステップ 13 資格コードを送信された各 WAE は、amg.terra.akamai.com を使用して AMG への SSL 接続を

確立しようとします。Luna ポータルは、Akamai Connected Cache のクレデンシャルを AMG お
よび Akamai Grid ネットワークに（Akamai Edge Server に）エクスポートします。
•

AMG は、Akamai Connected Cache のクレデンシャルを Akamai Connected Cache 用に設
定されている各 WAE にエクスポートします。OTT が有効になっている場合、YouTube
のオブジェクトをキャッシュするために必要な OTT メタデータもこの時点で処理され
ます。

•

Akamai Connected Cache は、元のサーバに向かうときに WAE CE によって送信されま
す。WAE CE が Akamai Edge Server に従った有効なクレデンシャルを持っている場合、
Akamai Edge Server は通常は他のデバイスにキャッシュできないオブジェクトを WAE
CE に提供します。

ステップ 14 WAE CE は毎日新しいクレデンシャルを要求し、2 日間有効です。接続は常に TCP 443 を介し

て WAE または WAAS CM から AMG に確立されます。
•

（注）

セキュリティ上の理由で、ファイアウォールは通常は会社内から外部へのトラフィッ
クに対してステートフル インスペクションを実行することにより展開されます。また、
ファイアウォールは外部から内部への不明トラフィックをブロックするように設定さ
れます。どのようなときでも AMG を起点とした WAAS CM または WAE への接続は必
要ではないため、この設定に問題はないはずです。そのような接続が必要な場合、
WAAS CM または WAE がポート 443 でデバイスと通信できるようにホールを作成する
必要があります。
[All Devices] 画面の [Devices listing] には [Akamai Connect] というタイトルの列が含まれ
ており、各デバイスのステータス（[Active]、[Not Supported]、[Connected]、
[Disconnected]）が表示されます。

ステップ 15 必要に応じて、Akamai ネットワークへの接続での HTTP プロキシの使用の説明に従って、

HTTP プロキシまたは外部 HTTP プロキシを設定します。

WAAS デバイスの登録解除と再登録
WAAS デバイスを WAAS CM から登録解除すると、WAAS CM は Akamai 側のデバイス レコー
ドの削除を開始し、それによって AMG デバイスと対話するために CE によって使用されてい
る資格キーが無効になります。WAAS 側では、CE は継続して透過キャッシュ モードで動作し
ます。
WAAS デバイスを WAAS CM に再登録すると、次の 2 つのいずれかが発生します。
•

WAAS CM がデバイスをデバイス グループ（そのようにマークが付けられているもの）に
自動的に割り当てます。これらのデバイス グループのいずれかに Akamai Connect/HTTP
キャッシュ設定がある場合、WAAS CM は Akamai への登録を開始します。

•

どのデバイス グループにも Akamai Connect/HTTP キャッシュ設定がない場合、登録は個別
に行われます。

デバイスが登録されると、新しい資格キーを取得します。
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非アクティブまたは期限切れの Akamai Connect ライセンスの交換
ライセンスが非アクティブまたは期限切れになった場合は、次の手順に従ってライセンスを交
換します。
ステップ 1

ライセンスが非アクティブまたは期限切れになると、次の 2 つの WAAS CM 画面のいずれかに
通知が表示されます。
•

[Home] > [Admin] > [Licenses] > [Akamai Connect] 画面：「Akamai Connect License is
Inactive.Please remoeve current license and import valid license.」

•

[Home] > [Monitor] > [Troubleshoot] > [Akamai Diagnostics] 画面：「Akamai Connect
License is Inactive.Please remove existing license and import new one using Akamai License
page.」

ステップ 2

非アクティブまたは期限切れのライセンスを削除します。

ステップ 3

新しいライセンス ファイルをアップロードするには、[Home] > [Admin] > [Licenses] > [Akamai
Connect] 画面で、[Choose File] をクリックして新しいライセンス ファイルを参照し、[Upload]
をクリックします。

ステップ 4

期限切れのライセンスをインポートすると、次のメッセージが表示されます：「Unable to
communicate to Akamai server (Error: License is inactive or expired).See Central Manager log file for detailed
error information.」

ステップ 5

新しいライセンスを取得するには、シスコのアカウント担当者または再販業者にお問い合わせ
ください。

Akamai Connected Cache の有効化
Akamai Connected Cache CE の設定は、デバイス グループ レベル（すべての登録済みデバイス
に対して設定を適用する場合）またはデバイス レベル（特定の登録済みデバイスに対して設定
を適用する場合）で行うことができます。
Akamai Connected Cache を有効にするには、次の手順に従います。Akamai Connected Cache の
詳細については、Akamai Connected Cacheを参照してください。
ステップ 1

Akamai キャッシングを有効にするには、[Akamai Connected Cache] チェックボックスをオンに
します。デフォルトではイネーブルになっています。Akamai Connected Cache を有効にすると、
すべての適切な Akamai 対応コンテンツに対して有効になります。

ステップ 2

[Submit] をクリックします。

ステップ 3

Akamai Connected Cache を有効にした後で、キャッシング ポリシーの設定の説明に従って、す
べてのサイトに対してキャッシング ポリシーを設定するか、または特定のサイトに対して個別
のキャッシング ポリシーを設定できます。

ステップ 4

Akamai Connected Cache を有効にした後で、キャッシュ事前配置の設定の説明に従ってキャッ
シュ事前配置を設定できます。
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OTT キャッシングの有効化
OTT キャッシングを有効にするには、次の手順に従います。OTT キャッシングの詳細について
は、OTT キャッシングを参照してください。
ステップ 1

オーバーザトップ（OTT）キャッシングを有効にするには、[Over the Top Cache] チェックボッ
クスをオンにします。初期リリースでは、OTT キャッシングは YouTube にのみ適用されます。

ステップ 2

[Submit] をクリックするか、または [Advanced Cache Settings] に進みます。[Advanced Cache
Settings] の詳細については、Advanced モードを参照してください。

Akamai ネットワークへの接続での HTTP プロキシの使用
Akamai Connect を使用する場合、WAAS CM および WAAS デバイスは、Akamai ネットワーク
との通信、WAAS デバイスのエントリのプロビジョニングのための Akamai Luna API サーバと
の通信、および Akamai Connected Cache 機能と OTT 機能のための Akamai AMG デバイスとの
通信が可能である必要があります。
ただし、一部の WAAS 導入環境では、インターネットへの発信接続が WAAS CM または WAAS
デバイスに対して許可されない可能性があります。これらの導入環境では、WAAS デバイスは
HTTP プロキシを使用して Akamai ネットワークに接続できます。
次のプロキシ設定が可能です。
•

HTTP プロキシを使用しない

•

WAAS CM を HTTP プロキシとして使用する

•

外部 HTTP プロキシの設定

これら 3 つのプロキシ設定について、WAAS は次の 5 つの導入シナリオをサポートします。
導入シナリオ

導入接続

WAAS CM から
Luna API サーバ

WAAS HTTP CE から
Akamai AMG

HTTP プロキシを使用
しない

直接/ 直接

直接

直接

WAAS CM を HTTP プ 直接/
ロキシとして
WAAS CM をプロキシ
として

直接

WAAS CM を HTTP プロキ
シとして

外部 HTTP プロキシ

直接/
外部 HTTP プロキシ

直接

外部 HTTP プロキシ

外部 HTTP プロキシ

外部 HTTP プロキシ/
直接

外部 HTTP プロキシ

直接

外部 HTTP プロキシ

外部 HTTP プロキシ/
外部 HTTP プロキシ

外部 HTTP プロキシ

外部 HTTP プロキシ

次の考慮事項は、すべての HTTP プロキシ導入に適用されます。
•

HTTP プロキシは WAAS CM から設定します。HTTP プロキシ用の CLI コマンドはありませ
ん。HTTP プロキシの設定には WAAS CM の再起動は不要です。

•

HTTP プロキシは、HTTPS 接続のトンネリングのために HTTP Connect メソッドをサポート
する必要があります。
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•

（注）

HTTP プロキシの設定には WAAS CM の再起動は不要です。

WAAS v5.5.1 は HTTP プロキシ ユーザ認証をサポートしていません。IP アドレス ACL を使用
してプロキシへのアクセスを制限することを推奨します。

WAAS CM を HTTP プロキシとして使用する
WAAS CM を Akamai ネットワークへのプロキシとして使用する際は、以下の考慮事項に注意
してください。
•

Akamai Connected Cache を使用してるときは、各 WAAS CE デバイスは Akamai ネットワー
クと通信しています。一部の WAAS 導入環境では、WAE デバイスがインターネットへの
発信接続を確立することが許可されない可能性があります（つまり、プライベート ネット
ワークなど）。この場合、WAE デバイスは Akamai ネットワークへのすべての接続に WAAS
CM デバイスをプロキシとして使用できます。

•

WAAS CM が TCP ポート 443 で外部と通信するためのホールも必要な可能性があります。

•

WAAS CM がプロキシ デバイスを使用してインターネットに到達するためのオプションは
ありません。

•

すべての接続は WAAS CE デバイスまたは WAAS CM から外部の Akamai ネットワークに向
けて確立されます。Akamai ネットワークから WAAS CE デバイスまたは WAAS CM に向け
て確立されることはありません。

•

この機能は、CLI ではなく WAAS CM のみから設定します。

WAAS CM を HTTP プロキシとして使用するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Devices] または [Device Groups] から、[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] に移動します。

ステップ 2

[Cache Settings] タブを選択します。

ステップ 3

[Use HTTP proxy for connections to Akamai network] チェックボックスを選択します。

ステップ 4

[HTTP Proxy:] ドロップダウン リストで、[Central Manager as HTTP Proxy] を選択します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。

外部 HTTP プロキシの設定
Akamai Connected Cache を使用してるときは、WAAS デバイスは Akamai ネットワークと通信
しています。一部の導入環境では、インターネットへの発信接続が WAAS デバイスに対して許
可されない可能性があります。これらの導入環境では、WAAS デバイスは HTTP プロキシを使
用して Akamai ネットワークに接続できます。HTTP プロキシの詳細については、Akamai ネッ
トワークへの接続での HTTP プロキシの使用を参照してください。
（注）

HTTP プロキシは、HTTPS 接続のトンネリングのために HTTP CONNECT をサポートする必要
があります。
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外部 HTTP プロキシを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Devices] または [Device Groups] から、[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] に移動します。

ステップ 2

[Use HTTP proxy for connections to Akamai network] チェックボックスを選択します。

ステップ 3

[HTTP Proxy:] ドロップダウン リストで、[External HTTP Proxy] を選択します。

ステップ 4

プロキシ ホストとプロキシ ポートを指定します。
•

[Proxy Host] フィールド：ホスト名またはアドレスを入力します。

•

[Proxy Port]：1 ～ 65,555 の範囲内の値を入力します。

（注）

ステップ 5

WAAS CM がすでに外部 HTTP プロキシを使用している場合、WAAS CM をプロキシと
して使用するオプションは表示されません。これらのフィールドには、現在設定されて
いる HTTP プロキシが表示されます。

[Submit] をクリックします。

キャッシング ポリシーの設定
すべてのサイトに対して 1 つのキャッシング ポリシーを設定する方法、または特定のサイトに
対して個々のキャッシング ポリシーを設定する方法については、次の手順に従います。
ステップ 1

[Devices] または [Device Groups] から、[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] に移動します。

ステップ 2

[Cache Settings] タブを選択します。

ステップ 3

[Advanced Cache Settings] セクションの [Default Transparent Caching Policy] ドロップダウン リス
トで、キャッシング ポリシーを選択します。

ステップ 4

•

Basic

•

Standard（デフォルト）

•

Advanced

•

Bypass

すべてのサイトのデフォルトのキャッシング ポリシーを設定するには、キャッシング ポリ
シーを選択して [Submit] をクリックします。特定のサイトの透過キャッシングを有効にするに
は、手順 5 を参照してください。

ステップ 5

特定のサイトの透過キャッシングを有効にするには、[Default Transparent Caching Policy] を
[Bypass] に変更します。

ステップ 6

[Site Specific Transparent Caching Policy] セクションで、[Add Hostname/IP] をクリックします。
[Site Caching Policy Task] ダイアログ ボックスが開きます。
a.

[Hostname/IP] フィールドで、設定するサイトのホスト名を指定します。ホスト名は、特定
のサーバ、またはワイルドカードを含むドメイン名（*.cisco.com など）です。

b.

[Transparent Caching Policy] ドロップダウン リストで、このサイトのキャッシュ ポリシーを
選択します（Basic、Standard、Advanced、または Bypass）。

c.

[OK] をクリックします。新しいホスト名/IP が [Site Specific Transparent Caching Policy] テー
ブルの行項目として追加されます。
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ユーザが特定のサイトに対して設定したポリシーは、すべてのサイトに対して設定され
たデフォルトのキャッシング ポリシーより優先されます。

（注）

サイト固有の透過キャッシング ポリシーごとに、最大で 512 個のホスト名を設定できます。
ステップ 7

Cisco クラウド Web セキュリティ（CWS）のユーザ ポリシーを設定します。詳細については、
Cisco クラウド Web セキュリティのユーザ ポリシーの設定を参照してください。

ステップ 8

HTTP プロキシを設定します。
•

WAAS CM を HTTP プロキシとして設定するには、WAAS CM を HTTP プロキシとして
使用するを参照してください。

•

外部 HTTP プロキシを設定するには、外部 HTTP プロキシの設定を参照してください。

Cisco クラウド Web セキュリティのユーザ ポリシーの設定
Cisco クラウド Web セキュリティ機能は、HTTP およびセキュア HTTP/S トラフィックのコンテ
ンツ スキャン、およびマルウェア防御サービスを Web トラフィックに提供します。CWS サー
バは、Web トラフィックのコンテンツをスキャンし、設定されているポリシーに基づいてトラ
フィックを許可またはブロックします。サーバは、プライベート IP アドレス、ユーザ名、ユー
ザ グループなどのクレデンシャルを使用して、ユーザを識別して認証し、コンテンツ スキャ
ンのためにトラフィックをリダイレクトします。
トラフィックは ASA または ISR によるプロキシで透過的にクラウド ベースの CWS サーバ（タ
ワーと呼ばれる）に送信され、そこで Web トラフィックがスキャンされ、許容可能と思われる
場合は元のサーバに提供されます。戻ってくるすべてのトラフィックは CWS タワーを経由し
ます。
Cisco CWS オプションを使用する際は、次の考慮事項に注意してください。
•

CWS は、パス内に 1 つの WAAS デバイスが存在する場合にのみ使用できます。

•

CWS を有効にすると、Akamai CE は常に要求に「if modified since」ヘッダーを追加するた
め、リモートから元のサーバ（この場合は Scansafe タワー）に応答が送信される必要があ
ります。したがって、すべての要求がスキャンされ、バイパスされるセキュリティはあり
ません。「304 Not Modified」が返されると、Akamai CE はキャッシュ内のオブジェクトを
提供します。「200 Okay」が返されると、オブジェクトは元のサーバからに取得されます。

•

WAE CE によって Akamai Edge Server に渡される Akamai Connected Cache クレデンシャル
が IP アドレスをクレデンシャルに関連付けるため、CWS と Akamai Connected Cache を併
用することはできません。CWS タワーは、クライアントからの送信元 IP アドレスを元の
サーバに送信するときに独自のアドレスに変更し、これにより Connected Cache の利点はな
くなります。

•

CWS は片面フロー専用に設計されています。

•

事前配置が有効になっており、フローが CWS タワーにリダイレクトされる可能性がある場
合は、次の推奨事項に従ってください。
– （推奨される選択肢）WAE IP アドレスをバイパスするためのホワイトリストを ISR ま
たは CWS のタワーに設定します。
– CWS で、認証に関して WAE が入るように設定したユーザまたはグループに、事前配
置が発生しているすべてのサイトへのアクセスを許可します。
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Cisco CWS ユーザ ポリシーを適用するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] > [Cache Settings] タブに移動します。

ステップ 2

[Advanced Settings] セクションで、[Cisco Cloud Web Security present] チェックボックスをオンに
します。

ステップ 3

[Submit] をクリックします。

キャッシュ事前配置の設定
キャッシュ事前配置（キャッシュ ウォーミングとも呼ばれる）を使用すると、指定した時刻に
コンテンツをプリフェッチしてキャッシュするためのポリシーを指定できます。たとえば、非
ピーク時間帯にブランチ オフィス内の URL を持つコンテンツを事前配置すると、WAN リンク
が大幅にオフロードされることにより、ピーク時間帯のパフォーマンスの改善に役立ちます。
キャッシュ事前配置は、その他のキャッシング タイプ（たとえば、Akamai Connected Cache や
OTT など）と同じ優先順位で実行されます。
（注）

HTTPS コンテンツを事前配置するためには、SSL アクセラレーション サービスを定義する必
要があります。そうしないと、事前配置タスクが継続され、HTTP 経由で使用可能な任意のオ
ブジェクトが取得されるにもかかわらず、ジョブで発生するすべての HTTPS 要求は失敗しま
す。SSL アクセラレーション サービスの詳細については、SSL アクセラレーションの設定を参
照してください。
スケジュール設定されたフェッチ操作が開始または完了すると、[Cache Preposition Status] テー
ブルに追加されます。
以下に、[Cache Prepositioning] タブ（[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect]）でキャッシュ
事前配置を設定する方法のワークフローを示します。
•

事前配置接続の DRE を有効にします（任意）。

•

新しい事前配置タスクを作成します。タスク名、事前配置のベース URL、include/exclude
タイプ、ダウンロード速度、および再帰の深さを指定します。

•

タスクの再帰遅延時間と再帰ホスト名を指定します。

•

キャッシュ事前配置タスクのスケジュールを作成します。スケジュール名、頻度（毎年、
毎月、毎週、毎日）、および開始時刻を指定します。

•

キャッシュ事前配置タスクのステータス情報（開始時刻と終了時刻、バイト数とオブジェ
クト数、更新バイト数と更新数、キャッシュ不可のバイト数と数など）を表示します。

キャッシュ事前配置タスクを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Devices] または [Device Groups] から、[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] に移動します。
[Cache Settings] と [Cache Prepositioning] という 2 つのタブがある [Akamai Connect] ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2

[Cache Prepositioning] タブを選択します。このタブでは、キャッシュ事前配置タスクの追加、
編集、または削除、およびキャッシュ事前配置タスクのステータスのモニタを行うことができ
ます。
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ステップ 3 （任意）[Preposition with DRE] チェックボックスを選択し、事前配置接続の DRE を有効にしま

す。デフォルトでは無効になっており、オブジェクト レベルで格納されるデータの DRE バイ
ト キャッシュに悪影響が生じないようにしています。
ステップ 4

[Add Cache Preposition Task] をクリックします。
[Cache Prepositioning Task] ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 5

次のことを指定します。

フィールド

説明

名前

事前配置タスクの名前。事前配置タスク名は、47 文字以下の英数字識別
子です。‘、/、\、{、}、(、)、?、”、<、>、[、]、&、*、” などの特殊文
字は許可されません。
作業を指定する際は、次の点に注意してください。

URL

•

作業あたり最大 10 個の URL を設定できます。

•

作業あたり最大 10 個のスケジュールを設定できます。

•

デバイスまたはデバイス グループあたり最大 50 個の作業を設定でき
ます。

事前配置のベース URL。URL の最大長は 900 文字です。URL で許可され
ない文字は、スペースと二重引用符（“）です。ASCII 文字は、ASCII 33
から ASCII 125 までの範囲で許可されます。
•

複数の URL はスペースで区切ります。

•

作業あたり最大 10 個の URL を設定できます。

Include Types

キャッシングに含めるオブジェクト タイプ（.jsp や .asp など）。それぞれ
をカンマで区切ります。含めるオブジェクト名パターンのリストには、
47 文字というパターン フィールド合計制限があります。

Exclude Types

キャッシングから除外するオブジェクト タイプ（.jsp や .asp など）。それ
ぞれをカンマで区切ります。除外するオブジェクト名パターンのリスト
には、47 文字というパターン フィールド合計制限があります。

Download Rate

最大ダウンロード速度（KBps 単位）。0 ～ 10,000,000 Kbps の範囲内の任
意の値を選択します。デフォルトは 20 Kbps です。0 を選択すると、無制
限、または速度制限を適用しないことを示します。

Recursion Depth

コンテンツを取得するリンク レベルの深さ。再帰の深さは、[Recursive
Task] チェックボックスが選択されている場合にのみアクティブです。ド
ロップダウン リストから 1、2、3、5、8、13、または 21 を選択するか、
またはカスタム値を 1 ～ 1000 の範囲で入力します。デフォルトは 1 です。
（注）

指定されたリンク レベルの数が大きくなると、キャッシュに格納
されるデータ量が（場合により急激に）増大します。要求された
プリフェッチ データの量がキャッシュより大きくなると、新しく
要求されたデータが以前に格納されたデータをすべてフラッシュ
し、キャッシュを使用しようとするその他の操作が遅くなる可能
性があります。
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フィールド

説明

持続時間

事前配置タスクが停止されるまでに実行できる最大時間（分単位）。デ
フォルトでは時間は設定されていません。時間を設定するには、1 ～
2,147,483,647 分の範囲で選択します。
タスクの時間を設定すると、次の場合に特に役立ちます。

Enable Task

ステップ 6

•

各事前配置タスクが相互に重ならないことを確認する。

•

事前配置タスクが、ユーザ トラフィックが高い時間帯と重ならない
ことを確認する。

指定された事前設定タスクを実行できるようにするには、[Enable Task]
チェックボックスを選択します。タスクを実行するには、少なくとも 1 つ
の URL と 1 つのスケジュールを指定する必要があります（手順 5 で説明）。

[Cache Prepositioning Task] ダイアログ ボックスの [Advanced Settings] セクションで、再帰遅延
時間と再帰ホスト名を指定できます。
フィールド

説明

Recursion Delay
Time

再帰ダウンロード時の要求間の遅延時間（秒単位）。これにより、ユーザ待
機時間がシミュレートされます。一部のサーバでは要求間の時間の不足を
Web スパイダの検出と制限に使用するため、再帰遅延時間が必要です。

Recursion
Domains

•

0 ～ 600 秒の範囲内の値を入力します。デフォルト値は 2 秒です。

•

Web スパイダ制限がない場合、値ゼロの場合に最高のパフォーマ
ンスが得られます。

再帰スパイダリングが許可されるサーバ ドメイン サフィックスのリス
ト。リストが空の場合、指定された URL と同じドメイン内でのみスパイ
ダリングが許可されます。
最大 10 個のサーバを設定できます。

ステップ 7

•

サーバ名は、最大 255 文字です。

•

サーバ名は、カンマまたはスペースで区切られます。

[Cache Prepositioning Schedule] セクションで、[Add Schedule] をクリックします。
[Cache Prepositioning Schedule] ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 8

次のことを指定します。
フィールド

説明

Schedule Name

この事前配置タスクのスケジュールの名前。スケジュール名は、256 文字
以下の英数字識別子です。[Schedule Name] では、独自にスケジュールを
表現することができます。たとえば、毎週の月曜日、水曜日、および金曜
日の午前 10 時 30 分に発生するスケジュールの場合、Weekly MWF 10:30AM
または Every Week - MON-WED-FRI at 10:30AM という名前を付けることがで
きます。

Frequency

事前配置に対して指定される時間（[yearly], [daily], [weekly], or [monthly
days]）。[monthly days] を選択すると、チェックボックスが付いたカレン
ダーが開き、このスケジュールに対して月の日付を 1 つ、いくつか、また
はすべて選択します。
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ステップ 9

フィールド

説明

Start Time
(HH:MM)

2 つのドロップダウン リストから、タスク スケジュールを開始する時間と
分を選択します。

[Cache Prepositioning Schedule] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ステップ 10 [Cache Prepositioning Task] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
ステップ 11 [Submit] をクリックします。

新しいキャッシュ事前配置タスクが、[Cache Prepositioning listing] テーブルの行項目として追
加されます。

キャッシュ事前配置タスクのステータスの表示
キャッシュ事前配置タスクのステータスを示すために、[Cache Prepositioning] セクションでは 2
つのテーブルが提供されています。設定したキャッシュ事前配置タスクのステータスを表示する
には、最初のテーブル（[Cache Preposition Listing] テーブル）からタスクを選択します。2 番目の
テーブル（[Cache Prepositioning Status] テーブル）に、選択したタスクの情報が表示されます。
•

個々のデバイスの場合、[Cache Prepositioning Status] テーブルには現在のデバイスに関する
選択したタスクのステータスが表示されます。

•

デバイス グループの場合、[Cache Prepositioning Status] テーブルにはそのデバイス グルー
プのすべてのデバイスに関する、選択したキャッシュ事前配置タスクのステータスが表示
されます。

選択したタスクについて次のタイプの情報が表示されます。
フィールド
デバイス名
（Device Name）

説明
選択したデバイスの名前。

Start Time

タスク スケジュールが開始する日付、時間、および分。

End Time

タスク スケジュールが終了する日付、時間、および分。

Byte Count

最新の事前配置タスク実行時のキャッシュ内のバイト総数。

Object Count

最新の事前配置タスク実行時のキャッシュ内のオブジェクトの総数。

Refresh Bytes

最新の事前配置タスク実行時にキャッシュ内で更新されたバイト数。

Refresh Count

最新の事前配置タスク実行時にキャッシュ内で更新されたオブジェクト
の数。

Store Bytes

最新のタスク実行時にキャッシュ内で検出されたオブジェクトの未変更バ
イト数。

Store Count

最新のタスク実行時にキャッシュ内で検出された未変更オブジェクトの数。

Uncacheable Bytes

最新のタスク実行時に検出されたキャッシュ不可オブジェクトのバイト数。

Uncacheable Count

最新のタスク実行時に検出されたキャッシュ不可オブジェクトの数。

Status（ステータス） タスクのステータス（[Scheduled]、[Complete]、[Error] など）
。
Error

タスク ステータスが [Error] である場合、タスク ステータスを説明するエ
ラー メッセージが表示されます。
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キャッシュ事前配置タスクのコピー
v5.5.1 または 5.4.1 を実行している WAAS を使用している Akamai Connect 対応のデバイスまた
はデバイス グループが含まれているキャッシュ事前配置タスクをコピーできます。キャッシュ
事前配置タスクをコピーするには、次の方法を使用します。

（注）

•

デバイスからデバイス

•

デバイスからデバイス グループ

•

デバイス グループからデバイス

•

デバイス グループからデバイス グループ

キャッシュ事前配置タスクと WAAS バージョン：[Copy Tasks] 機能を使用して、WAAS バー
ジョン 5.5.1 のデバイスおよびデバイスグループとバージョン 5.5.1 より前の WAAS バージョン
のデバイスおよびデバイス グループの間で、キャッシュ事前配置タスクをコピーすることもで
きます。
キャッシュ事前配置タスクをコピーするには、次の手順に従います。

ステップ 1

[Configure] > [Caching] > [Akamai Connect] > [Cache Prepositioning] タブ > [Cache Prepositioning]
セクションの順に移動します。

ステップ 2

[Copy Tasks] ボタンをクリックします。
[Cache Prepositioning Task] ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 3

[From] ドロップダウン リストで、ソースとしてデバイスまたはデバイス グループを選択します。

ステップ 4

次のドロップダウン リストで、宛先としてデバイスまたはデバイス グループを選択します。

（注）

デバイスおよびデバイス グループの間で同じ名前のタスクをコピーしようとすると、
「One or more preposition tasks with the same name already exists in the destination device/DG.」
というエラー メッセージが表示されます。

ステップ 5

[Existing Cache Prepositioning Tasks] テーブルで、コピー対象として 1 つ、いくつか、またはす
べての事前配置タスクを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
選択したキャッシュ事前配置タスクがソースから宛先にコピーされます。

シスコによる Microsoft Windows Update のサポート
シスコによる Microsoft Windows Update のサポートは、Windows OS およびアプリケーションの
アップデートで使用されるオブジェクトのキャッシングを可能にします。シスコによる
Microsoft Windows Update のサポートはデフォルトで有効になっており、特定のサイトに対し
てのみ有効です。
ここでは、次の内容について説明します。
•

シスコによる Microsoft Windows Update のサポートの利点

•

シスコによる Microsoft Windows Update のサポートの統計情報の表示

•

シスコによる Microsoft Windows Update のサポートと Akamai Cache Engine
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シスコによる Microsoft Windows Update のサポートの利点
Microsoft OS およびアプリケーションのアップデートは、Microsoft Update などのアップデート
クライアントによって管理されます。Microsoft Update は HTTP を介してアップデートをダウン
ロードします。ダウンロードしやすくするために、BITS（Background Intelligent Transfer
Service）と組み合わせることがよくあります。クライアントは、HTTP 範囲要求を使用して
アップデートを取得します。
アップデートを構成するオブジェクト（.cab ファイルなど）は通常はキャッシュ可能であるた
め、HTTP オブジェクト キャッシュはこのプロセスにおける重要な利点となります。
たとえば、ダイレクト インターネットまたは WSUS（Windows Server Update Services、バージョ
ン 2012 および 2012R2）を介した Windows 7 および 8 OS のアップデートの場合、後続のアップ
デートではアップデート ファイル（cab,、exe、および .psf ファイル）の 98% 以上がキャッシュ
から提供されます。シスコによる Microsoft Windows Update のサポートにより、WAN オフロード
バイト数が量的に削減され、後続の Windows Update の応答時間が短縮されます。

シスコによる Microsoft Windows Update のサポートの統計情報の表示
シスコによる Microsoft Windows Update のサポートによって生成されたデータを表示するには、
次の 2 つの方法があります。
•

第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」で説明され
ている [Top Sites] レポートは、WAN 応答時間や WAN オフロード バイト数などの情報を提
供します。

•

WAAS Version 6.1.1 の場合、キャッシュ エンジンのアクセス ログ ファイルには Microsoft
Windows Update 統計情報用の次の 2 つの新しいフィールドがあります。
– rm-w (range miss, wait)：サブトランザクションが必要なバイト数を取得するのを待機し

たメイン トランザクションでのキャッシュ ミス。
– rm-f (range miss, full)：サブトランザクションでのドキュメント全体のキャッシュ書き

込み。
例 1：
例 1 では、キャッシュ内に存在しないオブジェクトの範囲が要求された場合の、メイン ト
ランザクションとサブトランザクションに関する 2 つのログ行が示されています。
ws8-rt-kb2863725-x64_dd8522e527483cd69bf61d98ee849a2406b97172.psf - 08/28/2015 12:22:29.663 (fl=27520) 300 13.164 0.000 446 - - 34912 172.25.30.4
191.234.4.50 2905 h - - rm-w 206 GET
http://fg.v4.download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2013/07/wind
ows8-rt-kb2863725- x64_dd8522e527483cd69bf61d98ee849a2406b97172.psf - 08/28/2015 12:24:31.448 (fl=27520) 300 134.949 0.000 355 344 3591542 568 172.25.30.4
191.234.4.50 2f25 m-s - - rm-f 200 GET
http://fg.v4.download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2013/07/wind
ows8-rt-kb2863725-x64_dd8522e527483cd69bf61d98ee849a2406b97172.psf - -

例 2：
例 2 は、全体がキャッシュ内にあるか、またはダウンロードされている途中であるオブ
ジェクトに関してある範囲が要求された場合の、キャッシュ ヒットを示しています。ダウ
ンロードが進行中の場合、メイン トランザクションは例 1 で示されているようなサブトラ
ンザクションをラッチしています。
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08/28/2015 03:34:36.906 (fl=26032) 300 0.000 50.373 346 - - 13169 172.25.30.4
8.254.217.62 2905 h - - - 206 GET
http://fg.v4.download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2013/07/wind
ows8-\ rt-kb2863725-x64_dd8522e527483cd69bf61d98ee849a2406b97172.psf - -

シスコによる Microsoft Windows Update のサポートと Akamai Cache Engine
シスコによる Microsoft Windows Update のサポートにより、Akamai Cache Engine は次の 2 つの
方法で Windows Update キャッシングをサポートできるようになります。
•

キャッシュ内にはないオブジェクト内の範囲が要求された場合でも、オブジェクト全体を
ダウンロードしてキャッシュします。

•

その後のオブジェクトに対する範囲要求にはキャッシュ内から提供できます。

ダウンロード機能のトリガーに関して、オブジェクトの先頭からのバイト数またはファイル長
に対するパーセントで表される制限があります。この制限は Akamai Connect の登録プロセスで
OTT メタデータで設定されます。設定されている制限を超えるサイズの要求ではオブジェクト
全体のダウンロードは開始されず、要求はそのまま要求元に転送されます。

注意

シスコによる Microsoft Windows Update のサポートはデフォルトで有効になっており、特定の
サイトに対してのみ有効です。対応サイトは OTT のメタデータによって更新されます。
シスコによる Microsoft Windows Update のサポートを無効にする場合は、OTT キャッシングを
無効にする必要があります。これを行うには、[Over the Top Cache] チェックボックスの選択を
解除します。ただし、[Over the Top Cache] チェックボックスの選択を解除すると、すべての
OTT 機能（グローバルとカスタム両方の OTT 設定）が無効になることに注意してください。
Akamai Connect の登録プロセスの詳細については、Akamai Connect のライセンスのアクティブ
化を参照してください。

新しいトラフィック最適化ポリシーの作成
表 12-7 に、新しいトラフィック最適化ポリシーを作成するために完了する必要がある手順の概
要を示します。
表 12-7

新しい最適化ポリシーを作成するためのチェックリスト

タスク
1. 最適化ポリシーを作成するための準
備をします。

追加情報と手順
WAAS デバイスに新しい最適化ポリシーを作成する前に完了する必要
がある作業を行います。詳細については、最適化ポリシーを作成する
ための準備を参照してください。
2. アプリケーション定義を作成します。 アプリケーション名や WAAS Central Manager がアプリケーション用
の統計情報を収集するかどうかなど、最適化するアプリケーションに
関する一般的な情報を識別します。詳細については、アプリケーショ
ン定義の作成を参照してください。
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表 12-7

新しい最適化ポリシーを作成するためのチェックリスト （続き）

タスク
3. 最適化ポリシーを作成します。

追加情報と手順
WAAS デバイスまたはデバイス グループが特定のアプリケーション
トラフィックに対して実行する処理の種類を指定します。この手順で
は、次の処理を実行する必要があります。
•

WAAS デバイスが特定の種類のトラフィックを識別できるアプリ
ケーション クラス マップを作成します。たとえば、特定の IP アド
レスへ進むすべてのトラフィックと一致する条件を作成できます。

•

WAAS デバイスまたはデバイス グループが定義されたトラフィッ
クに対して実行する処理の種類を指定します。たとえば、WAAS
が、特定のアプリケーション用のすべてのトラフィックに TFO お
よび LZ 圧縮を適用するように指定できます。

詳細については、最適化ポリシーの作成を参照してください。

最適化ポリシーを作成するための準備
新しい最適化ポリシーを作成する前に、次の作業を完了します。
•

WAAS システム上の最適化ポリシーのリストを参照し、これらのポリシーが定義する種類
のトラフィックをまだ網羅していないことを確認します。WAAS システムに組み込まれて
いる定義済みポリシーのリストを表示するには、付録 A「定義済み最適化ポリシー」を参
照してください。

•

新しいアプリケーション トラフィック用の一致条件を識別します。たとえば、アプリケー
ションが特定の送信先または送信元ポートを使用する場合は、そのポート番号を使用して
一致条件を作成できます。また、送信元または送信先 IP アドレスを一致条件に使用するこ
ともできます。

•

新しい最適化ポリシーを必要とするデバイスまたはデバイス グループを識別します。複数
の WAAS デバイス全体でポリシーが一貫するように、デバイス グループに関する最適化ポ
リシーを作成することを推奨します。

アプリケーション定義の作成
最適化ポリシーを作成する最初の手順では、アプリケーション名や WAAS Central Manager がア
プリケーション用の統計情報を収集するかというアプリケーションに関する一般情報を識別す
るアプリケーション定義を設定します。WAAS システムには、最大 255 のアプリケーション定
義を作成できます。
新しいアプリケーション定義を作成するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューで、[Configure] > [Acceleration] > [Applications] を選択します。
[Applications] ウィンドウが表示され、WAAS システム上のすべてのアプリケーションのリスト
が表示されます。設定を取得元のデバイスまたはデバイス グループのリストも表示されます。

ステップ 2

このウィンドウで、次の作業を実行します。
•

アプリケーションを選択し、タスクバーの [Edit] アイコンをクリックして定義を変更する
か、または、タスクバーの [Delete] アイコンをクリックして削除します。
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ステップ 3

•

WAAS システムがアプリケーション用の統計情報を収集するか決定します。アプリケー
ション用の統計情報が収集される場合、[Enable Statistics] 列に [Yes] が表示されます。

•

次の手順の説明に従って、新しいアプリケーションを作成します。

タスクバーの [Add Application] アイコンをクリックします。
[Application] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

このアプリケーションの名前を入力します。
名前にはスペースや特殊文字は使用できません。

ステップ 5 （任意）[Comments] フィールドに、説明を入力します。

入力したコメントが [Applications] ウィンドウに表示されます。
ステップ 6

[Enable Statistics] チェックボックスを選択して、WAAS Central Manager がこのアプリケーショ
ンに関するデータを収集できるようにします。このアプリケーション用のデータ収集を無効に
するには、このチェックボックスの選択を解除します。
WAAS Central Manager GUI は、合わせて最大 25 個のアプリケーションおよび 25 個のクラス
マップに関する統計情報を表示できます。いずれかについて 25 個を超える統計情報を有効に
しようとすると、エラー メッセージが表示されます。ただし、WAAS CLI を使用すると、特定
の WAAS デバイスにポリシーが存在するすべてのアプリケーション用の統計情報を表示できま
す。詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』を参照してく
ださい。

ステップ 7

（注）

アプリケーション用の統計情報を収集しているときに統計情報の収集を無効にすること
にし、あとで統計情報の収集を再有効化する場合、履歴データは保持されますが、統計
情報の収集が無効になっていた間のデータは欠落します。アプリケーションを使用する
最適化ポリシーがある場合、そのアプリケーションは削除できません。ただし、統計情
報を収集したアプリケーションを削除し、その後にアプリケーションを再作成する場合
は、アプリケーション用の履歴データが失われます。アプリケーション再作成後に収集
されたデータのみが表示されます。

（注）

最適化ポリシー全体の作成が完了するまで、WAAS Central Manager はこのアプリケー
ションのデータ収集を開始しません。

[OK] をクリックします。
アプリケーション定義は保存され、アプリケーション リストに表示されます。

最適化ポリシーの作成
アプリケーション定義を作成したら、指定したトラフィックに WAAS デバイスが実行する処理
を決定する最適化ポリシーを作成します。たとえば、WAAS デバイスが特定のポートまたは特
定の IP アドレスに到達するすべてのアプリケーション トラフィックに TCP 最適化および圧縮
を適用する最適化ポリシーを作成できます。WAAS システムには、最大 512 の最適化ポリシー
を作成できます。
トラフィック一致規則は、アプリケーション クラス マップに存在します。一致条件と呼ぶこ
れらの規則は、TCP ヘッダーのレイヤ 2 およびレイヤ 4 の情報を使用してトラフィックを識別
します。

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

12-86

第 12 章

アプリケーション アクセラレーションの設定
新しいトラフィック最適化ポリシーの作成

最適化ポリシーを作成するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [Optimization Policies] を選択します。
[Optimization Policies] ウィンドウが表示されます（図 12-33）。
（注）

WAAS Express デバイスでは、[Optimization Policies] ウィンドウに、標準の
[Optimization Policies] ウィンドウのフィールドのサブセットが表示されます。
[Enable Service Policy] オプション、[DSCP] オプション、ポリシー ルールのリストの
[Protocol] カラムは、WAAS Express には適用されません。

図 12-33

[Optimization Policies] ウィンドウ

このウィンドウには、選択されたデバイスまたはデバイス グループに存在しているすべての最
適化ポリシーに関する情報、および各ポリシーの位置が表示されます。位置は、WAAS がアプ
リケーション トラフィックを処理する方法を決定するときにポリシーを参照する順序を決定し
ます。ポリシーの位置を変更するには、最適化ポリシーの位置の変更を参照してください。こ
のウィンドウは、各ポリシーに割り当てられた、クラス マップ、送信元 IP アドレス、宛先 IP
アドレス、送信元ポート、宛先ポート、プロトコル、アプリケーション、処理、アクセラレー
タを表示します。

（注）

WAAS バージョン 4.x デバイスがある場合、WAAS バージョン 4.x デバイスで表示される
ようにポリシーを表示するには、[Legacy View] タスクバー アイコンをクリックします。

[Optimization Policies] ウィンドウから、次の作業を実行できます。
•

[Description]、[Enable Service Policy] 設定、および [DSCP] 設定を行います。この [DSCP] 設定
フィールドは、デバイス レベル（またはデバイス グループ レベル）で DSCP 設定を行います。
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（注）

ステップ 3

デバイスは、このポリシー設定だけを使用して、[Enable Service Policy] が設定され
ている場合に実行される最適化を決定します。

•

削除する 1 つまたは複数の最適化ポリシーを選択してから、[Delete] アイコンをクリックし
て、選択したポリシーを削除します。

•

最適化ポリシーを選択し、[Edit] アイコンをクリックして、選択したポリシーを編集します。

•

定義済みポリシーとクラス マップを復元します。詳細については、最適化ポリシーとクラ
ス マップの復元を参照してください。

•

次の手順の説明に従って、最適化ポリシーを作成します。

タスクバーの [Add Policy Rule] アイコンをクリックして、新しい最適化ポリシーを作成します。
[Optimization Policy Rule] ポップアップ ウィンドウが表示されます（図 12-34）。
図 12-34

[Add Optimization Policy Rule] ウィンドウ

ステップ 4

[Class-Map Name] ドロップダウン リストから、このポリシーに対して既存のクラス マップを選
択するか、[Create New] をクリックしてこのポリシーに対して新しいクラス マップを作成しま
す。新しいクラス マップの作成の詳細については、最適化クラス マップの作成を参照してく
ださい。

ステップ 5

[Action] ドロップダウン リストから、定義されたトラフィックに WAAS デバイスが実行する必
要がある処理を選択します。表 12-8 で、各処理について説明します。
（注）

WAAS Express デバイスの場合、アクションのサブセット（Passthrough、TFO Only、
TFO with LZ、TFO with DRE、および TFO with DRE and LZ）のみを使用できます。

表 12-8

アクション1
Passthrough

TFO Only

処理の説明

説明
TFO、DRE、または圧縮を使用して、WAAS デバイスが、このポリ
シーに定義されたアプリケーション トラフィックを最適化するこ
とを防止します。このポリシーに一致するトラフィックでも、
[Accelerate] ドロップダウン リストからアクセラレータを選択する
と、加速することができます。
一致するトラフィックにさまざまな転送フローの最適化（TFO）方
式を適用します。TFO 方式には、BIC-TCP、ウィンドウ サイズの
最大化と縮尺、および選択的受信確認があります。TFO 機能の詳細
な説明については、第 1 章「WAAS の概要」のトランスポート フ
ローの最適化を参照してください。
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表 12-8

処理の説明 （続き）

アクション1
TFO with DRE（アダプ
ティブ キャッシュ）
TFO with DRE（単方向
キャッシュ）
TFO with DRE（双方向
キャッシュ）
TFO with LZ
Compression

TFO with DRE（アダプ
ティブ キャッシュ）お
よび LZ
TFO with DRE（単方向
キャッシュ）および LZ
TFO with DRE（双方向
キャッシュ）および LZ

説明
一致するトラフィックにアダプティブ キャッシング付きの TFO と
DRE の両方を適用します。
一致するトラフィックに単方向キャッシング付きの TFO と DRE の
両方を適用します。
一致するトラフィックに双方向キャッシング付きの TFO と DRE の
両方を適用します。
一致するトラフィックに TFO と LZ 圧縮アルゴリズムの両方を適用
します。LZ 圧縮は DRE と同様に動作しますが、異なる圧縮アルゴ
リズムを使用してより小型のデータ ストリームを圧縮し、限られ
た圧縮履歴を維持します。
一致するトラフィックにアダプティブ キャッシング付きの TFO、
DRE、および LZ 圧縮を適用します。
一致するトラフィックに単方向キャッシング付きの TFO、DRE、お
よび LZ 圧縮を適用します。
一致するトラフィックに双方向キャッシング付きの TFO、DRE、お
よび LZ 圧縮を適用します。

1. 4.4.1 よりも前の WAAS バージョンを実行しているデバイスを設定する場合は、単一方向キャッシングまたはアダ
プティブ キャッシングなどのオプションが [Action] リストに表示されません。

ステップ 6

（注）

ICA アクセラレーションが有効になっている場合、すべての接続は DRE モードで単方
向として処理され、アクセラレーション タイプは TIDL（TCP 最適化、ICA アクセラ
レーション、DRE、および LZ）と表示されます。

（注）

デバイス グループに最適化ポリシーを設定する場合は、デバイス グループに 4.4.1 より
も前の WAAS バージョンを実行しているデバイスが含まれている場合で、かつ単方向
またはアダプティブ キャッシングを含むアクションを設定している場合、キャッシン
グ モードは双方向に変換されます。同様に、4.4.1 よりも前の WAAS バージョンを実行
しているデバイスが、単一方向またはアダプティブ キャッシングを使用する最適化ポ
リシーで設定されたデバイス グループに参加している場合、キャッシング モードは双
方向に変換されます。このような場合は、すべてのデバイスを同じソフトウェア バー
ジョンにアップグレードするか、互換性のないバージョンのデバイスに対して異なるデ
バイス グループを作成することを推奨します。

[Accelerate] ドロップダウン リストから、定義されたトラフィックに WAAS デバイスが実行す
る必要がある次の追加アクセラレーション処理のいずれか 1 つを選択します。
•

[None]：追加アクセラレーションを行いません。

•

[MS PortMapper]：Microsoft Endpoint Port Mapper（EPM）を使用して加速します。

•

[SMB Adaptor]：SMB Accelerator を使用して加速します。

•

[HTTP Adaptor]：HTTP Accelerator を使用して加速します。

•

[MAPI Adaptor]：MAPI Accelerator を使用して加速します。

•

[NFS Adaptor]：NFS Accelerator を使用して加速します。
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•

[ICA Adaptor]：ICA Accelerator を使用して加速します。

（注）
ステップ 7

WAAS Express デバイスの場合、HTTP Express をアクセラレータとして使用できます。

次のいずれかを実行して、このポリシーに関連付けるアプリケーションを指定します。
•

[Application] ドロップダウン リストから、作成したアプリケーションなどの既存のアプリ
ケーションを選択します（アプリケーション定義の作成を参照）。このリストは、WAAS シ
ステム上のすべての事前定義されたアプリケーションと新しいアプリケーションを表示し
ます。

•

アプリケーションを作成するには、[New Application] をクリックします。アプリケーショ
ン名の指定、統計情報の収集の有効化が可能です。アプリケーション詳細を指定したら、
[OK] をクリックして新しいアプリケーションを保存し、[Optimization Policy] ウィンドウへ
戻ります。新しいアプリケーションは、自動的にこのデバイスまたはデバイス グループに
割り当てられます。

ステップ 8 （任意）[DSCP Marking] ドロップダウン リストから値を選択します。[copy] を選択して、着信

パケットからの DSCP 値をコピーし、発信パケットで使用することもできます。ドロップダウ
ン リストから [inherit-from-name] を選択した場合、アプリケーション レベルまたはグローバル
レベルで定義された DSCP 値が使用されます。
DSCP は、ネットワーク トラフィックに異なるレベルのサービスを割り当てることができる IP
パケットのフィールドです。ネットワーク上の各パケットに DSCP コードを付け、対応する
サービスのレベルを関連付けて、サービスのレベルを割り当てます。DSCP は、IP precedence
フィールドとタイプ オブ サービス（ToS）フィールドの組み合わせです。詳細については、
RFC 2474 を参照してください。
DSCP マーキングは、パススルー トラフィックに適用されません。
（注）

WAAS Express デバイスでは、[DSCP Marking] ドロップダウン リストが表示されません。

DSCP マーキング の値の場合、グローバルなデフォルト値（デフォルトの DSCP マーキング値
の定義を参照）を使用するか、またはその他の定義済みの値を 1 つ選択することができます。
copy を選択して、着信パケットからの DSCP 値をコピーし、発信パケットで使用することもで
きます。
ステップ 9

[OK] をクリックします。
[Optimization Policies] ウィンドウに新しいポリシーが表示されます（図 12-33）。

最適化クラス マップの作成
最適化クラス マップは、次の 2 つの方法で作成できます。
•

デバイス コンテキストで、[Configure]> [Acceleration] > [Optimization Class-Map] を選択し、
[Add Class-Map] タスクバー アイコンをクリックします。

•

ポリシー ルールを追加または編集する間に、最適化ポリシーの作成の説明に従って、
[Class-Map Name] ドロップダウン リストの横にある [Create New] ボタンをクリックします。

これらの方法の両方に対して、[Optimization Class-Map] ペインが表示されます。
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最適化ポリシーに対する最適化クラス マップを定義するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

このアプリケーション クラス マップの名前を入力します。名前にはスペースや特殊文字は使
用できません。

（注）

すべてのタイプにわたって一意のクラス マップ名を作成する必要があります。たとえ
ば、最適化のクラス マップと AppNav クラス マップに同一の名前を使用できません。

（注）

WAAS Express では、クラス マップ名に、class、optimize、passthrough、application、
accelerate、tfo、dre、lz、または sequence-interval をプレフィックスとして含めるこ
とはできません（大文字と小文字は区別されます）。これらのプレフィックスを含
む既存のクラス マップ名は手作業で変更する必要があります。

ステップ 2 （任意）説明を入力します。
ステップ 3

[Type] ドロップダウン リストから、クラス マップの種類を選択します。すべての TCP トラ
フィックを照合する場合（この場合は [Any TCP Traffic] を選択）を除いて、[Application
Affinity] を選択します。
種類を選択すると、一致条件を入力できます。

ステップ 4

[Add Match Condition] アイコンをクリックして、条件を入力します（図 12-35）。
（注）

WAAS Express デバイスでは、[Protocol] および [EPM Custom UUID] の設定は適用され
ません。

図 12-35

ステップ 5

[Adding a New Match Condition] ウィンドウ

送信先または送信元の条件フィールドに値を入力して、特定の種類のトラフィック用の条件を
作成します。
たとえば、IP アドレス 10.10.10.2 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 IP Address] フィールドにその IP アドレスを入力します。
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（注）

IP アドレスの範囲を指定するには、送信先または送信元のいずれかの [IP Wildcard]
フィールドにワイルドカードのサブネット マスクをドット付き 10 進表記で入力します
（/24 の 0.0.0.255 など）。

ダイナミック ポート割り当てを使用するトラフィックと一致させるには、[Protocol] ドロップダウン
リストから対応するアプリケーション 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。カスタム EPM UUID
を入力するには、[epm-uuid] を選択して [EPM Custom UUID] フィールドに UUID を入力します。
（注）

すでに使用されている EPM UUID 一致条件を使用してクラス マップを作成しようとす
ると、そのクラス マップは削除され、同じ EPM UUID 一致条件を使用しているクラス
マップがすでに存在していることを伝えるエラー メッセージが表示されます。

ステップ 6

必要に応じて、追加の一致条件を追加します。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 7

[OK] をクリックしてクラス マップを保存します。

アプリケーション アクセラレーションの管理
ここでは、次の内容について説明します。
•

アクセラレータの負荷インジケータと CPU ロード モニタリングしきい値の変更

•

アプリケーションのリストの表示

•

ポリシー レポートの表示

•

クラス マップ レポートの表示

•

最適化ポリシーとクラス マップの復元

•

アプリケーションおよびクラス マップのモニタリング

•

デフォルトの DSCP マーキング値の定義

•

最適化ポリシーの位置の変更

•

アクセラレーション TCP 設定の変更

アクセラレータの負荷インジケータと CPU ロード モニタリングしき
い値の変更
CPU 使用率が高いと、現在の最適化された接続に悪影響を与える可能性があります。CPU の過
負荷を回避するために、CPU ロード モニタリングを有効にしてロード モニタリングしきい値
を設定することができます。デバイスでの CPU の平均使用率が設定されているしきい値を 2 分
間超えると、デバイスは新しい接続の受け入れを停止し、新しい接続（ある場合）をパス ス
ルーします。CPU の平均使用率がしきい値を 2 分間下回ると、デバイスは最適化された接続の
受け入れを再開します。
ここでは、アクセラレータの負荷しきい値と CPU ロード モニタリングを変更する手順を示し
ます。
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（注）

CPU の過負荷状態が発生すると、ポーリング間隔は 2 秒間隔に短縮されます。この間 CPU の
平均使用率がしきい値を下回っていて過負荷状態がクリアされても、CPU アラームはまだ存在
しています。CPU アラームがクリアされるのは、次の 2 分間のポーリング間隔で過負荷状態が
再出現しない場合のみです。
WAE デバイスに対するアクセラレータ負荷インジケータのしきい値および CPU ロード モニタ
リングを変更するには、次の手順に従います。

ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [Accelerator Threshold] を選択します。
[Accelerator Threshold] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

CPU ロード モニタリングを有効にするには、[Enable] チェックボックスをオンにします（デ
フォルトでは有効になっています）。

ステップ 4

[Accelerator Load Indicator Threshold] フィールドに、80 ～ 100 の % 値を入力します。デフォル
トは 95 です。

ステップ 5

[CPU Load Higher Monitoring Threshold] フィールドに、% 値を 1 ～ 100 の範囲で入力します。デ
フォルト値は 98 です。

ステップ 6

[CPU Load Lower Monitoring Threshold] フィールドに、% 値を 1 ～ 100 の範囲で入力します。デ
フォルトは 90 です。

ステップ 7

[Window Size] テキスト ボックスに、値を 1 ～ 16 の範囲で入力します。デフォルト値は 4 です。

ステップ 8

[Sampling Intervals Avg Time] フィールドに、値を 1 ～ 120 の範囲で入力します。デフォルトは
10 です。

ステップ 9

[Overloaded State Time] フィールドに、値を 1 ～ 120 の範囲で入力します。デフォルト値は 10
です。

ステップ 10 [Submit] をクリックします。

デバイス グループに 6.x ソフトウェア イメージがある場合、そのデバイス グループの CPU 負
荷をモニタするための追加の設定を行うことができます。
ステップ 11 CPU ロード モニタリングを有効にするには、[Enable] チェックボックスをオンにします（デ

フォルトでは有効になっています）。
ステップ 12 Softirq モニタリングを有効にするには、[Enable softirq Monitoring] チェックボックスをオンに

します。
ステップ 13 [Accelerator Load Indicator Threshold] フィールドに、80 ～ 100 の % 値を入力します。デフォル

トは 95 です。
ステップ 14 [CPU Load Monitoring Threshold] フィールドに、% 値を 80 ～ 100 の範囲で入力します。デフォ

ルトは 95 です。
ステップ 15 [CPU Load Higher Monitoring Threshold] フィールドに、% 値を 1 ～ 100 の範囲で入力します。デ

フォルト値は 98 です。
ステップ 16 [CPU Load Lower Monitoring Threshold] フィールドに、% 値を 1 ～ 100 の範囲で入力します。デ

フォルトは 90 です。
ステップ 17 [Window Size] テキスト ボックスに、値を 1 ～ 16 の範囲で入力します。デフォルト値は 4 です。
ステップ 18 [Sampling Intervals Avg Time] フィールドに、値を 1 ～ 120 の範囲で入力します。デフォルトは

10 です。
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ステップ 19 [Overloaded State Time] フィールドに、値を 1 ～ 120 の範囲で入力します。デフォルト値は 10

です。
ステップ 20 [Submit] をクリックします。

アプリケーションのリストの表示
WAE デバイスまたはデバイス グループに存在するアプリケーションのリストを表示するには、
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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

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

ステップ 3

[Application] 列見出しをクリックして、特定のアプリケーションを見つけやすくするためにア
プリケーション名で列を並べ替えます。

（注）

WAAS バージョン 4.x デバイスがある場合、WAAS バージョン 4.x デバイスで表示される
ようにポリシーを表示するには、[Legacy View] タスクバー アイコンをクリックします。

最適化ポリシーを編集するには、アプリケーションの横にあるボックスを選択し、タスクバー
の [Edit] アイコンをクリックします。
1 つまたは複数のポリシーを不要と判断した場合は、不要な各アプリケーションの横にある
ボックスを選択して、[Delete] タスクバー アイコンをクリックします。
新しいポリシーが必要と判断した場合は、[Add Policy Rule] タスクバー アイコンをクリックし
ます（最適化ポリシーの作成を参照）。

ポリシー レポートの表示
各 WAE デバイスにまたはデバイス グループに存在するポリシーのレポートを表示するには、
次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューで、[Configure] > [Acceleration] > [Optimization Policy Report] を
選択します（図 12-36）。
[Policy Report for Devices] タブが表示されます。このレポートは、各デバイス（またはデバイス
グループ）、および、このアプリケーションを参照するデバイス（またはデバイス グループ）
の全ポリシー数を一覧で表示します。これには、アクティブ ポリシー（デバイスまたはデバイ
ス グループで使用中のポリシー）とバックアップ ポリシー（デバイスがデバイス グループか
ら設定を取得したときにデバイスが使用中ではないポリシー）の両方が含まれます。デバイス
がデバイス グループから割り当てを解除されたとき、バックアップ ポリシーはデバイスに適
用され、再度アクティブになります。
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アプリケーションは、[No. of Policies] フィールドが 0 になるまで削除できません。
図 12-36

最適化ポリシー レポート

ステップ 2

[Policy Report for Device-Groups] タブを選択して、デバイス グループごとのデバイスの数、お
よびデバイス グループ内のアクティブ ポリシーの数を表示します。

ステップ 3

特定のデバイスまたはグループに対して定義されている最適化ポリシーを表示するには、対応
するデバイスまたはデバイス グループをクリックします。[Optimization Policies] ウィンドウに
ポリシーが表示されます。

クラス マップ レポートの表示については、クラス マップ レポートの表示を参照してください。

クラス マップ レポートの表示
各 WAE デバイスまたはデバイス グループに存在するクラス マップのレポートを表示するに
は、次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューで、[Configure] > [Acceleration] > [Optimization Policy Report] を
選択します。
[Policy Report for Devices] タブが表示されます。

ステップ 2

[Class-Map Report] タブをクリックして、クラス マップが設定されているデバイスおよびデバ
イス グループのレポートを表示します。

ステップ 3

クラス マップを選択し、[View] アイコンをクリックして、クラス マップが存在するデバイス
またはデバイス グループを表示します。

最適化ポリシーとクラス マップの復元
WAAS システムでは、WAAS システムに組み込まれていた定義済みポリシーとクラス マップを
復元できます。定義済みポリシーのリストについては、付録 A「定義済み最適化ポリシー」を
参照してください。
定義済みポリシーに、WAAS デバイスがアプリケーション トラフィックを処理する方法に対し
てマイナスに影響するような変更を加えた場合、定義済みポリシー設定を復元することによっ
て、その変更を上書きできます。
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定義済みポリシーとクラス マップを復元するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

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

ステップ 3

[Restore Default] タスクバー アイコンをクリックして、WAAS ソフトウェアに組み込まれてい
た 150 個を超えるポリシーとクラス マップを復元します。システム上で作成した新しいポリ
シーはすべて削除されます。定義済みポリシーが変更されていた場合、これらの変更は失わ
れ、元の設定が復元されます。

アプリケーションおよびクラス マップのモニタリング
最適化ポリシーを作成したら、WAAS システムが期待通りにアプリケーション トラフィックを
処理していることを確認するために、関連付けられたアプリケーションをモニタする必要があ
ります。
アプリケーションをモニタするには、アプリケーション定義の作成の説明に従って、そのアプ
リケーションの統計情報収集が有効になっている必要があります。
クラス マップをモニタするには、WAAS Central Manager メニューで、[Configure] >
[Acceleration] > [Monitor Classmaps] を選択します。統計情報を有効にするクラス マップを選択
し、[Enable] ボタンをクリックします。
WAAS Central Manager GUI は、合わせて最大 25 個のアプリケーションおよび 25 個のクラス マッ
プに関する統計情報を表示できます。いずれかについて 25 個を超える統計情報を有効にしよう
とすると、エラー メッセージが表示されます。ただし、WAAS CLI を使用すると、特定の WAAS
デバイスにポリシーが存在するすべてのアプリケーション用の統計情報を表示できます。詳細に
ついては、『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』を参照してください。
TCP サマリー レポートを使用して、特定のアプリケーションをモニタできます。詳細について
は、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング」の
Transmission Control Protocol（TCP）サマリー レポートを参照してください。
多くのチャートでは、チャートの [chart Edit] アイコンをクリックし、[Classifier] シリーズを選
択することで、クラス マップ データを表示するように設定できます。

デフォルトの DSCP マーキング値の定義
アプリケーション定義および最適化ポリシーで定義されたポリシーに従って、WAAS ソフト
ウェアでは処理するパケット上に DSCP 値を設定できます。
DSCP 値は、ネットワーク トラフィックに異なるレベルのサービスを割り当てることができる
IP パケットのフィールドです。ネットワーク上の各パケットに DSCP コードを付け、対応する
サービスのレベルを関連付けて、サービスのレベルを割り当てます。DSCP マーキングにより、
接続用のパケットが WAAS に対して外部的に処理される方法が決定されます。DSCP は、IP
precedence フィールドとタイプ オブ サービス（ToS）フィールドの組み合わせです。詳細につ
いては、RFC 2474 を参照してください。DSCP 値は、事前に定義されているため、変更できま
せん。
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この属性は、次のレベルで定義できます。
•

グローバル：[Optimization Policies] ページのデバイス（またはデバイス グループ）ごとに、
そのデバイス（またはデバイス グループ）の DSCP 値のグローバル デフォルトを定義できま
す。より低いレベルの値が定義されていない場合、この値がトラフィックに適用されます。

•

ポリシー：最適化ポリシー内の DSCP 値を定義できます。この値は、ポリシー内に定義さ
れたクラス マップと一致するトラフィックにだけ適用され、アプリケーションまたはグ
ローバルの DSCP 値を上書きします。

ここでは、次の項目について説明します。
•

デフォルトの DSCP マーキング値の定義

デフォルトの DSCP マーキング値の定義
グローバルなデフォルトの DSCP マーキング値を定義するには、次の手順に従います。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

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

ステップ 3

[DSCP] ドロップダウン リストから値を選択します。デフォルト設定は copy で、着信パケット
からの DSCP 値をコピーし、発信パケットで使用します。

ステップ 4

[OK] をクリックして設定内容を保存します。

最適化ポリシーの位置の変更
各最適化ポリシーには、WAAS デバイスがトラフィックを分類するときにポリシーを参照する
順序を決定する位置が割り当てられています。たとえば、WAAS デバイスは、トラフィックを
代行受信するとき、トラフィックとアプリケーションを対応付けるために、リストの最初のポ
リシーを参照します。最初のポリシーに一致するものがない場合、WAAS デバイスはリスト内
の次のポリシーへ移動します。
トラフィックを最適化せずにパススルーするポリシーの位置に注意する必要があります。これ
らのポリシーをリストの一番上に配置すると、リストの下の方にある最適化ポリシーが無効に
なるからです。たとえば、IP アドレス 10.10.10.2 へ進むトラフィックと一致する 2 つの最適化
ポリシーがあり、最初のポリシーがこのトラフィックを最適化し、最初のポリシーより高い位
置にある別のポリシーがこのトラフィックをパススルーさせる場合、10.10.10.2 へ進むすべて
のトラフィックが最適化されずに WAAS システムを通過します。そのため、ポリシーの一致条
件が重ならないことを確認し、作成したアプリケーションをモニタして、WAAS がトラフィッ
クを期待通りに処理していることを確認する必要があります。アプリケーションをモニタする
方法については、第 15 章「WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティン
グ」を参照してください。
最適化ポリシーの位置を変更するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [Optimization Policies] を選択します。
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[Optimization Policies] ウィンドウが表示されます（図 12-37）。
（注）

WAAS Express デバイスの場合、すべてのポリシーは、waas_global category にグループ
化されます。

定義済みポリシーのリストについては、付録 A「定義済み最適化ポリシー」を参照してください。
図 12-37

ステップ 3

[Optimization Policies] ウィンドウ

次のうちのいずれかの方法で、最適化ポリシーの位置を変更します。
•

移動するポリシーを選択し、タスクバーの上下矢印（
シーをリスト内で上または下に移動します。

•

移動するポリシーを選択し、[Move To] をクリックして正確な位置を指定します。

•

ポリシーを選択し、該当する位置にドラッグします。

（注）

）アイコンを使用してポリ

新しいポリシー位置を保存するには、[Save Moved Rows] アイコンをクリックする必要
があります。

特定の位置のポリシーを選択して、[Insert] をクリックすることで、新しい最適化ポリシーをそ
の位置に作成することもできます。
デバイスがリスト内のどのポリシーとも一致しない場合、WAAS デバイスはトラフィックを最
適化せずに通過させます。

（注）

ステップ 4

WAAS Express デバイスの場合、class default ポリシーを最後にする必要があります。こ
のポリシーは、修正または削除できません。

[Save Moved Rows] アイコンをクリックして、ポリシーの位置に加えた変更を保存します。
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ステップ 5

ポリシーが必要でないと判断した場合は、次の手順に従ってポリシーを削除します。
a.

削除するポリシーを選択します。

b.

タスクバーの [Delete] アイコンをクリックします。

（注）

ステップ 6

任意のトラフィックに一致するデフォルト クラス マップにマップされたデフォルト ポ
リシーは、削除できません。

新しいポリシーが必要と判断した場合は、[Add Policy] タスクバー アイコンをクリックしてポ
リシーを作成します（最適化ポリシーの作成を参照）。

アクセラレーション TCP 設定の変更
WAAS システムは、WAE デバイスのハードウェア プラットフォームに基づいて、自動的に加
速 TCP 設定を構成するため、ほとんどの場合、アクセラレーション TCP 設定を変更する必要
はありません。WAAS は、次の状況で自動的に設定を構成します。
•

ネットワークに最初に WAE デバイスを設置したとき。

•

デバイスで restore factory-default コマンドを入力したとき。このコマンドの詳細について
は、『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』を参照してください。

WAAS システムでは、接続ごとに、クライアントまたはサーバのアドバタイズされた最大セグ
メント サイズ（MSS）と一致するように、MSS が自動調整されます。WAAS システムでは、
クライアントまたはサーバによってアドバタイズされた MSS 値と 1432 のいずれか小さい方が
使用されます。
ネットワークに高い BDP リンクがある場合、WAE デバイス用に自動的に設定されるデフォル
トのバッファ設定を調整する必要がある場合があります。詳細については、高い BDP リンク
用の TCP バッファの計算を参照してください。
WAE デバイスで、デフォルトの TCP 適応バッファリング設定を調整する場合、TCP 適応バッ
ファリング設定の変更を参照してください。
アクセラレーション TCP 設定を変更するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [TCP Settings] を選択します。[Acceleration TCP Settings] ウィンド
ウが表示されます。

ステップ 3

[Send TCP Keepalive] チェックボックスをオンにします（デフォルトでは、このチェックボック
スはオンになっています）。
[Send TCP Keepalive] チェックボックスを選択すると、この WAE デバイスまたはグループは、
TCP キープアライブ交換から応答を受信しない場合に、そのピア デバイスとの TCP 接続を切
断できます。この場合、2 台のピア WAE デバイスは、TCP 接続経由で TCP キープアライブを
交換し、特定の期間にわたってキープアライブの応答を受信しない場合、TCP 接続を切断しま
す。キープアライブ オプションを有効にすると、WAN ネットワークでの短い中断によって、
ピア WAE デバイス間の TCP 接続が切断されます。
[Send TCP Keepalive] チェックボックスを選択しないと、TCP キープアライブは送信されず、明
示的に切断しないかぎり、接続は維持されます。
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ステップ 4

必要に応じて、TCP アクセラレーション設定を変更します。これらの設定の説明については、
表 12-9 を参照してください。
高い BDP 回線用にこれらの設定を計算する方法については、高い BDP リンク用の TCP バッ
ファの計算を参照してください。
表 12-9

TCP 設定

TCP 設定

説明

Optimized Side

Maximum Segment Size

Send Buffer Size

Receive Buffer Size

WAAS デバイスと最適化された接続に参加する他の WAAS デバイ
ス間で許可された最大パケット サイズ。デフォルトは、1432 バ
イトです。
WAAS デバイスから、最適化された接続に参加する他の WAAS デ
バイスへ送信される TCP パケットに許可される TCP 送信バッ
ファ サイズ（キロバイト）。デフォルトは、32 KB です。
最適化された接続に参加する他の WAAS デバイスからの着信 TCP
パケットに許可される TCP 受信バッファ サイズ（キロバイト）。
デフォルトは、32 KB です。

Original Side

Maximum Segment Size
Send Buffer Size

Receive Buffer Size

元のクライアントまたはサーバと、WAAS デバイス間で許可され
る最大パケット サイズ。デフォルトは、1432 バイトです。
WAAS デバイスから元のクライアントまたはサーバへ送信される
TCP パケットに許可される TCP 送信バッファ サイズ（キロバイ
ト）。デフォルトは、32 KB です。
元のクライアントまたはサーバからの着信 TCP パケットに許可さ
れる TCP 受信バッファ サイズ（キロバイト）。デフォルトは、
32 KB です。

ステップ 5

高い帯域遅延積（BDP）リンク経由で WAE を配置している場合は、[Set High BDP
recommended values] をクリックすると、送信バッファおよび受信バッファに推奨サイズを設定
できます。高い BDP リンク用の TCP バッファを計算する方法の詳細については、高い BDP リ
ンク用の TCP バッファの計算を参照してください。

ステップ 6

[Submit] をクリックします。

（注）

オリジナルの最大セグメント サイズおよび最適化された最大セグメント サイズがデフォルト
値に設定されていて、ジャンボ MTU 設定を行う場合、それらのセグメント サイズは、ジャン
ボ MTU 設定から 68 バイトを引いた値に変更されます。カスタム最大セグメント サイズを設定
している場合は、ジャンボ MTU を設定しても、それらの値は変更されません。ジャンボ MTU
の詳細については、第 6 章「ネットワーク設定の構成」のジャンボ MTU の設定を参照してく
ださい。
CLI から TCP キープアライブを設定するには、tfo tcp keepalive グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
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CLI から TCP アクセラレーション設定を構成するには、tfo tcp optimized-mss、tfo tcp
optimized-receive-buffer、tfo tcp optimized-send-buffer、tfo tcp original-mss、tfo tcp
original-receive-buffer、および tfo tcp original-send-buffer グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。
TCP バッファ サイズを表示するには、show tfo tcp EXEC コマンドを使用します。

高い BDP リンク用の TCP バッファの計算
WAAS ソフトウェアは、帯域幅、遅延、およびパケット損失のような複数のリンク特性を含
む、さまざまなネットワーク環境で展開できます。すべての WAAS デバイスは、次の値までの
最大帯域遅延積（BDP）を持つネットワークに対応できるように設定されています。
•

WAE-512：デフォルト BDP は 32 KB

•

WAE-612：デフォルト BDP は 512 KB

•

WAE-674：デフォルト BDP は 2048 KB

•

WAE-7341：デフォルト BDP は 2048 KB

•

WAE-7371：デフォルト BDP は 2048 KB

•

すべての WAVE プラットフォーム：デフォルト BDP は 2048 KB

ネットワークがより高い帯域幅を提供したり、高い遅延が含まれる場合は、次の計算式を使用
して実際のリンク BDP を計算します。
BDP [キロバイト] = (リンク帯域幅 [キロバイト/秒] * ラウンドトリップ遅延 [秒])
WAE が最適化しているトラフィックに対するリンクが複数のリンク 1 ～ N である場合、最大
BDP は次のように計算する必要があります。
MaxBDP = Max (BDP(link 1),..,BDP(link N))
計算した MaxBDP が WAE モデルのデフォルト BDP より大きい場合は、計算した MaxBDP に
対応できるようにアクセラレーション TCP 設定を変更する必要があります。
Max BDP のサイズが計算できたら、[Acceleration TCP Settings] ウィンドウで、最適化された接
続のための [Send Buffer Size] フィールドと [Receive Buffer Size] フィールドに Max BDP の 2 倍
以上の値を入力します。

（注）

これらの手動で設定されたバッファ サイズは、TCP 適応バッファリングが無効な場合にだけ適
用できます。TCP 適応バッファリングは通常有効であるため、バッファ サイズは WAAS シス
テムにより直接変更されます。TCP 適応バッファリングの詳細については、TCP 適応バッファ
リング設定の変更を参照してください。

TCP 適応バッファリング設定の変更
WAAS システムは、ネットワーク帯域および各接続で発生する遅延に基づいて TCP 適応バッ
ファリング設定を自動的に構成するため、ほとんどの場合、アクセラレーション TCP 適応バッ
ファリング設定を変更する必要がありません。適応バッファリングにより、WAAS ソフトウェ
アは送受信されるバッファ サイズを直接変更して、パフォーマンスを向上させ、使用可能な
ネットワーク帯域をより効果的に利用できるようになります。
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アクセラレーション TCP 適応バッファリング設定を変更するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Acceleration] > [TCP Adaptive Buffering Settings] を選択します。
[TCP Adaptive Buffering Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

TCP 適応バッファリングを有効化するには、[Enable] チェックボックスを選択します。
（デフォ
ルトでは有効になっています）。

ステップ 4

[Send Buffer Size] フィールドと [Receive Buffer Size] フィールドに、送受信されるバッファの最
大サイズ（キロバイト）を入力します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。

CLI から TCP 適応バッファリング設定を構成するには、tfo tcp adaptive-buffer-sizing グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
WAE(config)# tfo tcp adaptive-buffer-sizing receive-buffer-max 8192

CLI から TCP 適応バッファリング設定を無効にするには、no tfo tcp adaptive-buffer-sizing
enable グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
デフォルトの設定済みの適応バッファリング サイズを表示するには、show tfo tcp EXEC コマ
ンドを使用します。
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13

ネットワーク解析モジュールの設定
この章では、Wide Area Application Services（WAAS）Central Manager への Cisco Network
Analysis Module（NAM）の統合に関する情報を示し、NAM の設定方法と使用方法について説
明します。
この章は、次の項で構成されています。
•

NAM 統合に関する情報

•

NAM 統合の前提条件

•

NAM 統合に関する注意事項と制限事項

•

NAM の設定

•

トラフィックのモニタリングと分析

NAM 統合に関する情報
Cisco WAAS Central Manager を NAM Traffic Analyzer ソフトウェアと統合すると、Cisco WAAS
のアプリケーション パフォーマンス モニタリング機能が強化されます。
NAM Traffic Analyzer ソフトウェアを使用すると、フロー ベースとパケット ベースの解析が 1
つのソリューションとして結合され、ネットワーク マネージャはアプリケーションやサービス
がエンド ユーザに配信される方法を理解し、管理し、改善することができます。NAM を使用
すると、アプリケーション、ホスト、およびカンバセーションのトラフィックを分析し、アプ
リケーション、サーバ、ネットワーク遅延についてパフォーマンス ベースの測定を行い、パ
ケット キャプチャを使用して、ネットワーク ベースのサービスと問題の分析に Quality of
Service（QoS）メトリックを使用できます。NAM には Web ベースの Traffic Analyzer GUI が組
み込まれています。これにより、設定メニューにすばやくアクセスでき、読み取りやすい方法
でネットワーク トラフィックのパフォーマンスをモニタリングし、分析することができます。
WAAS Central Manager と NAM 統合のアーキテクチャにより、物理ブレード、アプライアンス
などの任意のフォームファクタで NAM 5.1 を展開できます。

NAM 統合の前提条件
NAM 統合には次の前提条件があります。
•

Cisco WAAS 4.4.1 以降の Central Manager がインストールされ、設定されている。

•

NAM 5.1 のハードウェアとソフトウェアがインストールされている。
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•

次の設定が行われている。
– HTTP または HTTPS が有効になっている。
– admin Web ユーザ アカウントが作成されている。
– MonitorView Web ユーザ アカウントが作成されている。

•

WAAS Central Manager および Central Manager に接続するクライアント コンピュータの両方
は、ネットワーク上に設定した NAM サーバにアクセスできる必要があります。

詳細については、『Cisco Catalyst 6500 Series Network Analysis Module (NAM 3) Installation and
Configuration Guide』、または『Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE
Installation and Configuration Guide』を参照してください。

NAM 統合に関する注意事項と制限事項
NAM 統合機能には、コンフィギュレーションに関する次のガイドラインと制限事項があります。
サポートされる展開
WAAS v6.0.1 以降では、次のタイプの展開がサポートされています。
•

POC による展開

•

NAM の 1 つのインスタンス（物理ブレード、またはアプライアンス）によってモニタリン
グできる中小規模の実稼働ネットワーク。このリリースでは、1 つの NAM インスタンスだ
けがサポートされます。したがって、ネットワーク キャパシティの処理に複数の NAM イ
ンスタンスを必要とする大規模な企業では、WAAS-CM 統合を使用せず、別個の管理が必
要になります。

制限事項
•

特定のブラウザ設定では、NAM 統合の機能が制限される場合があります。たとえば、
Internet Explorer のプライバシーの設定がデフォルトの [Medium] になっている場合、クッ
キーの制限のために統合が機能しません。プライバシー設定に [Low] を指定してください。

•

NAM ウィンドウを PDF 形式で印刷した場合、希望どおりの出力が生成されません。

•

複数の WAE データ ソースによって重複するデータが報告された場合、NAM では重複した
データが自動的には削除されません。この制限事項に対処するには、ダッシュボードと
チャートで [Data Source] セレクタを使用します。

NAM の設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

NAM 設定のタスク フロー

•

基本セットアップの設定

•

サイトの設定

•

Cisco WAAS モニタリング対象サーバの設定

•

データ ソースの設定

•

NAM モジュールのプリファレンスの設定

•

NAM ユーザ インターフェイスの起動
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NAM 設定のタスク フロー
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

基本構成

•

高度な設定

基本構成
NAM の基本設定には、次の作業が含まれます。
•

セットアップの設定（基本セットアップの設定を参照）。
– サーバの IP アドレス、プロトコル、およびポートを指定して、NAM サーバに接続しま

す。
– アカウント クレデンシャルを作成します。
– WAAS デバイス グループまたは WAAS Express デバイス グループと設定済みのポリ

シーを関連付けます。
– Flow Agent を有効にします。
•

サイトの設定：チャートおよびダッシュボードに正確なデータを表示するには、WAAS を
展開する予定のすべてのサイトを、NAM 上で設定する必要があります（サイトの設定を参
照してください）。
– サイトを定義します
– 定義規則を使用します
– サブネットを使用してサイトを指定します

•

モニタリング対象サーバの設定（Cisco WAAS モニタリング対象サーバの設定を参照してく
ださい）。
– WAAS デバイスのフロー モニタリングを使用して NAM でモニタリングする対象の

サーバを指定します。
– NAM 内にデバイス エントリを自動的に作成するために、NAM をコレクタとして、実

際のデバイス上で NetFlow およびフロー エージェント データ ソースを有効にします。

高度な設定
NAM の高度な設定には、次の作業が含まれます。
•

NAM でのユーザ定義の分類子およびアプリケーションの設定と同期（分類子とアプリケー
ションの同期を参照）。

•

WAAS トラフィック統計をモニタリングするための自動作成 WAAS データ ソースの作成と
編集（データ ソースの設定を参照）。

•

システム プリファレンスの変更（NAM モジュールのプリファレンスの設定を参照）。

•

NAM ユーザ インターフェイスの起動（NAM ユーザ インターフェイスの起動を参照）。
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基本セットアップの設定
NAM にはデバイス グループ レベルのポリシー設定だけを適用できます。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] >
[Setup] を選択します。
[Setup] ウィンドウが表示されます（図 13-1）。このウィンドウで、NAM IP アドレスとアカウ
ントを設定できます。
図 13-1

ステップ 2

[Setup] ウィンドウ

[NAM Server] 領域で、次の情報を提供します。
– NAM のインストール時に設定されたアクセス権に応じて、HTTP または HTTPS を選
択します。
– NAM サーバのホスト名を入力します。
– NAM サーバの IP アドレスを入力します。
NAM モジュール上にサイト（単数または複数）をセットアップするには、次の手順を実行します。

ステップ 3

事前設定されたログイン クレデンシャルを使用して NAM サーバにアクセスするには、[Use
Default credentials] オプションを選択します。ステップ 8 に進みます。
Central Manager では、次の事前設定されたログイン クレデンシャルが使用されます。
•

コンフィギュレーション ユーザ：
– ユーザ名：admin
– パスワード：admin

•

モニタ ビュー ユーザ：
– ユーザ名：waasro
– パスワード：waasrao
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（注）

これらのクレデンシャルは、インストール後にこれらの詳細情報を使用して明示的に
NAM を設定した場合のみ機能します。

ステップ 4

[NAM Configuration User] フィールドに、NAM サーバ上の既存のコンフィギュレーション ユー
ザのユーザ名を入力します。

ステップ 5

[NAM Configuration Password] フィールドに、ステップ 4 で指定したコンフィギュレーション
ユーザのパスワードを入力します。

ステップ 6

[NAM MonitorView User] フィールドに、NAM サーバ上に設定されている既存のコレクション
ビュー ユーザのユーザ名を入力します。

ステップ 7

[NAM MonitorView Password] フィールドに、ステップ 3 で指定した既存のコレクションビュー
ユーザのパスワードを入力します。

ステップ 8

[Test Connectivity/Credentials] ボタンをクリックして、NAM サーバにアクセスできるかどうか
を確認し、指定したユーザ クレデンシャルが有効かどうかを調べます。

ステップ 9

[WAAS Integration Preferences] 領域では、NAM サーバと連動する WAAS デバイス グループを
設定できます。
a.

[Device Group] ドロップダウン リストから、同期操作を実行したときに Cisco WAAS のアプ
リケーションと分類子定義が NAM にプッシュされるデバイス グループを選択します。
POC 展開の場合、AllWAASDevices または AllWAASExpressDevices デバイス グループがデ
フォルトの選択項目です。実稼働環境への展開には、NAM 統合と APM 機能を必要とする
デバイスのサブセットを備えた、適切なデバイス グループを選択してください。

b.

[Enable Flow Agent] チェックボックスを選択して、選択したデバイス グループの Cisco
WAAS デバイスから NAM へのフロー エージェント レポートの送信を有効にします。
このチェックボックスは WAAS Express デバイス グループに対しては無効になっています。
WAAS Express では、フロー エージェントまたはフロー モニタがサポートされていないた
めです。このシナリオでは、応答時間メトリックを表示するには、Cisco IOS ルータから
NAM Performance Agent（PA）を使用する必要があります。Central Manager で応答時間を
表示する NAM チャートでは、ルータからの PA も自動的に処理されます。

c.

分類子とアプリケーションの NAM との同期を開始し、Cisco WAAS 定義を自動的に適用す
るために、[Sync all classifiers/apps to NAM on submit] チェックボックスを選択します。

ステップ 10 [Submit] をクリックします。

サイトの設定
サイトは、ホスト、つまりネットワーク エンドポイントの集合であり、トラフィックをモニタ
リングして問題をトラブルシューティングできるよう、ビューに分割されています。それらの
ビューを使用して、Cisco WAAS デバイスが展開されているネットワーク上のアプリケーショ
ン パフォーマンスの測定値と、サイト間のトラフィック レベルおよびサイトあたりのアラー
ム レベルを示すダッシュボードを表示することができます。その他の NAM 機能は、サイトを
定義しなくても使用できます（デフォルト設定）。
サイトを設定してあると、特定のサイトを選択して [Interactive Report] に表示し、そのサイト
だけに関連するデータを表示できます。場合によっては、クライアント サイトとサーバ サイ
トの両方を選択して、さまざまなサイトにあるホスト間の相互作用に関連するデータを表示で
きます。
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（注）

同じサイトについて複数のデータ ソースを設定すると、同じトラフィックが複数回報告され、
結果としてトラフィック統計が増大する場合があります。たとえば、特定のサイトの SPAN ト
ラフィックを受信するよう NAM を設定し、その同じサイトの NetFlow レコードも NAM が受
信している場合、SPAN トラフィックと NetFlow レコードが結合されてトラフィック統計に組
み込まれます。この場合、特定のデータ ソースの統計だけを表示するには、[Sites] ウィンドウ
の左側にある [Interactive Report] ウィンドウを使用して、サイトとデータ ソースの両方を指定
します。

（注）

データ ソースから受信したデータのサイトへの分類は、サイトが設定された後でのみ行われま
す。それらのデータ ソースからの（サイト設定前の）古いデータは、デフォルトの
「Unassigned」サイトにカウントされます。
サイト定義は非常に柔軟性があり、さまざまなシナリオに対処できます。サイト定義は、デー
タの表示に使用されるだけでなく、データのエクスポートやデータの保存にも使用されます。
一般的に、サイトはそのサブネットによって定義されますが、次の規則を使用してサイトを定
義することもできます。
•

サブネット（IP アドレス プレフィックス）

•

データ ソースからのサブネット

•

SPAN データ ソースの指定された VLAN からのサブネット

•

そのサイトにサービスを提供している WAE デバイス

可能であれば、サブネットを使用してサイトを定義することをお勧めします。
（注）

複数のサイトで同じ規則を定義することはできません。

（注）

Cisco WAAS デバイスを設定している場合は、NAM に Cisco WAAS サーバを追加する必要があ
ります。新しい WAAS デバイスの自動作成を参照してください。
チャートおよびダッシュボードに正確なデータを表示するには、Cisco WAAS を展開する予定
のすべてのサイトを NAM 上に設定する必要があります。ブランチオフィスおよびデータセン
ターごとにトラフィック量と応答時間の明細を取得するには、WAAS が展開されているすべて
のサイトに IP サブネットを設定します。
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

定義規則

•

定義されたサイトの表示

•

サイトの定義

•

サブネットの検出

•

サイトの編集

•

サイトの削除
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定義規則
通常、サイトを定義するにはサブネットだけで十分です。以下に例を挙げます。
Site Data-Center = subnet 172.20.0.0/16

ネットワーク（たとえば、さまざまなサイトからのホストが同じ IP アドレスを持つプライベー
ト ネットワーク）内に重複する IP アドレス空間が存在する特定のシナリオでは、データ ソー
スまたは VLAN を使用してサブネットを区別することができます。以下に例を挙げます。
Site
Site
Site
Site

NewYork = subnet 10.11.0.0/16 from "NDE-NewYork" data source.
LosAngeles = subnet 10.11.0.0/16 from "NDE-LosAngeles" data source.
Sale-Dept = subnet 10.11.0.0/16 from VLAN 10 of "DATA PORT 1" data source.
Finance-Dept = subnet 10.11.0.0/16 from VLAN 12 of "DATA PORT 1" data source.

この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

WAE デバイス（Cisco WAAS データ ソース）を使用したサイトの指定

•

複数の規則を使用したサイトの指定

•

あいまいさ（オーバーラップしたサイト定義）の解消

WAE デバイス（Cisco WAAS データ ソース）を使用したサイトの指定
WAAS トラフィックの場合、サイトのサブネットを指定しなくても、WAE デバイスに関連し
たサイトを定義できます。単純に、そのサイトにサービスを提供している WAE デバイスから
着信するすべての WAAS データ ソースを選択してください。
Site SanJose = WAE-SJ-Client, WAE-SJ-CltWAN, and WAE-SJ-Passthrough data sources.

（注）

サブネットを使用して、WAAS で最適化するサイトを指定することを推奨します。この方法
は、サイトのサブネットを判別できない場合だけ使用してください。

複数の規則を使用したサイトの指定
定義規則で説明されている複数の規則を組み合わせて使用して、サイトを定義できます。たと
えば、最適化されたトラフィックと最適化されていないトラフィックの両方があるサイトは、
WAAS データ ソースと NetFlow データ エクスポート（NDE）データ ソースからのサブネット
を組み合わせて使用して、そのサイトを定義できます。
複数のデータ ソースを使用してサイトを定義する場合は、サイト トラフィック統計が 2 回カウ
ントされるのを避けるために、それらのデータ ソースにトラフィックの重複がないことを確認
してください。

あいまいさ（オーバーラップしたサイト定義）の解消
サイト定義の中に矛盾する規則があることは許されません。次の 2 つのシナリオで、2 番目の
シナリオは許されません。
•

1.2.3.0/24 from SPAN1 = SiteA

•

1.2.3.0/24 from SPAN1 = SiteB

プレフィックスを使用することを推奨します。データ ソースと VLAN は二次的なものです。
次の 2 つのシナリオでは、最初のシナリオが優先されます。
•

1.2.3.0/24 = Site D

•

WAE1-Client datasrc = Site E
Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド
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最も長いプレフィックスが優先されます。これは、データ ソースおよび VLAN が同じです。
次の 2 つのシナリオでは、最初のシナリオが優先されます。
•

1.2.3.0/24 from SPAN1 = Site A

•

1.2.0.0/16 from SPAN1 = Site C

より詳細な（明確な）規則が優先されます。次の 2 つのシナリオでは、最初のシナリオが優先
されます。
•

1.2.3.0/24 from SPAN1 = Site A

•

1.2.3.0/24 (any datasrc) = Site D

定義されたサイトの表示
定義されたサイトを表示するには、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、[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] > [Sites]
を選択します。
[Sites] ウィンドウが表示されます。定義されたサイトが表形式でリストされます。
次の詳細情報が表示されます。
•

[Name]：サイトの名前をリストします。

•

[Description]：サイトに含まれるものの説明です。

•

[Rule]：選択されたサイトに割り当てられている最初の規則をリストします。サイトの規
則の横に省略符号（...）が表示される場合、そのサイトに複数の規則が作成されています。
すべての規則を表示するには、クイック ビュー アイコンをクリックします（サイトを強調
表示にした後、右側の小さなアイコンをクリックします）。

•

[Status]：サイトが有効か無効かを示します。

サイトの定義
サイトを定義するには、次の手順に従います。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] > [Sites]
を選択します。
[Sites] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、NAM モジュール上に設定されたサ
イトがリストされます。

ステップ 2

[Create] をクリックします。
[Sites Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Name] フィールドにサイトの名前を入力します。

ステップ 4

[Description] フィールドにサイトの説明を入力します。

ステップ 5

NAM でトラフィックを分類するときに、このサイトをスキップする場合は、[Disable Sites]
チェックボックスを選択します。この機能は、サイトがもはやアクティブでなくても、データ
ベース内のサイトの履歴データにアクセスする場合に便利です。それ以外の場合、必要でない
サイトは削除してください。
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ステップ 6

[Subnet] フィールドに、IP アドレス サブネット（IPv4 または IPv6 アドレスとマスク）を入力
します。例：10.1.1.0/24。

ステップ 7

サイトの規則に関する情報を取得するには、青色の [i] をクリックします。

ステップ 8

[Detect] ボタンをクリックして、トラフィック内でサブネットを検索するよう NAM に指示しま
す。サブネットの検出を参照してください。

ステップ 9

[Data Source] フィールドで、サイト トラフィックの送信元となるデータ ソースを指定します。
（注）

サイト トラフィックが複数のデータ ソースから着信する場合は、このフィールドを空
白のままにします。

ステップ 10 [VLAN] フィールドで、サイト トラフィックの送信元となる VLAN を指定します。このフィー

ルドは、NDE および WAAS データ ソースには無効です。
サイト トラフィックが複数の VLAN から着信する場合は、このフィールドを空白のままにします。
ステップ 11 [Submit] をクリックします。

（注）

説明が「Unclassified hosts」（未分類ホスト）である [Unassigned] サイトには、サイト設
定に一致しないサイトが表示されます。サイトは、パケットが処理されるときに分類さ
れます。

サブネットの検出
サブネットを検出するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] > [Sites] > [Sites Configuration] を選択します。

ステップ 2

[Sites Configuration] ウィンドウで、[Detect] をクリックします。
NAM は過去 1 時間以内に検出されたサブセットを探します。続いて [Subnet Configuration] ウィ
ンドウが表示されます。このウィンドウでは、NAM でサブネットを検出するソースの詳細を
指定できます。

ステップ 3

[Subnet Mask] フィールドにサブネット マスクを入力します。
（注）

ビット マスクが 32 未満の場合、NAM は IPv4 サブネットを検出します。ビット マスク
が 32 から 64 までの場合、NAM は IPv6 サブネットを検出します。

ステップ 4

[Data Source] ドロップダウン リストから、サブネットを検出するデータ ソースを選択します。

ステップ 5

[Interface] ドロップダウン リストから、サブネットを検出するインターフェイスを選択します。

ステップ 6

[Filter Subnets within Network] フィールドに IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。

ステップ 7

どのサイト設定にも一致しないサイトを含めるために、[Unassigned site] チェックボックスを選
択します。サイトはパケット処理のときに分類されます。

ステップ 8

[Detect] をクリックします。
入力した基準を満たすサブネットが NAM によって検出されます。
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サイトの編集
作成されたサイトを編集するには、次の手順に従います。

（注）

ステップ 1

[Unassigned] サイトは編集も削除もできません。
[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] > [Sites] を選択します。
設定済みのサイトのリストが表示されます。

ステップ 2

編集するサイトを選択します。

ステップ 3

[Edit] をクリックします。
[Site Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

必要なフィールド（[Name]、[Priority]、[Data Sources]、または [Prefix/Mask]）を編集します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。

サイトの削除
作成されたサイトを削除するには、次の手順に従います。

（注）

ステップ 1

[Unassigned] サイトは削除できません。
[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] > [Sites] を選択します。
設定済みのサイトのリストが表示されます。

ステップ 2

削除するサイトを選択します。

ステップ 3

[Delete] をクリックします。

Cisco WAAS モニタリング対象サーバの設定
Cisco WAAS モニタリング対象サーバは、WAAS デバイスがどのサーバからトラフィック フ
ロー データを取り出して NAM モニタにエクスポートするかを指定します。WAAS モニタリン
グを有効にするには、WAAS デバイスのフロー モニタリングを使用して NAM によってモニタ
リングされるサーバをリストする必要があります。

（注）

NAM は、Cisco WAAS モニタリング対象サーバが設定されるまでは、WAAS トラフィックをモ
ニタリングできません。Cisco WAAS モニタリング対象サーバをセットアップするまでは、
Cisco WAAS デバイスのステータスは [pending] と表示されます。
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

Cisco WAAS モニタリング対象サーバの追加

•

Cisco WAAS モニタリング対象サーバの削除
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Cisco WAAS モニタリング対象サーバの追加
Cisco WAAS モニタリング対象サーバを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] > [Monitored Servers] を選択します。
[WAAS Servers] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Select All] を選択してすべてのサーバを追加するか、必要なサーバをリストから選択します。

ステップ 3

[Add] をクリックします。

Cisco WAAS モニタリング対象サーバの削除
Cisco WAAS モニタリング対象サーバを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Basics] > [Monitored Servers] を選択します。
[WAAS Servers] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

削除するモニタリング対象 WAAS サーバを選択し、[Delete] をクリックします。
選択されている Cisco WAAS モニタリング対象サーバを本当に削除するのかの確認を求めるダ
イアログ ボックスが表示されます。

ステップ 3

[OK] をクリックして、Cisco WAAS モニタリング対象サーバを削除します。

分類子とアプリケーションの同期
WAAS の分類子およびアプリケーション定義を、NAM のアプリケーションおよびアプリケー
ション グループと同期することができます。WAAS の分類子およびアプリケーションは、それ
ぞれ、NAM のアプリケーションおよびアプリケーション グループに相当します。設定のとき
に指定されたデバイス グループからの WAAS アプリケーションおよび分類子定義は、WAAS
の接続先である NAM サーバでの定義と照合されます。WAAS 分類子はソースと宛先の IP アド
レスを含むことができます。一方、NAM はポート番号に基づいてアプリケーションを認識し
ます。このため、ポート番号を含んでいる WAAS 分類子だけが同期されます。
同期の結果を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Advanced] > [Classifier/App Sync] を選択します。
[Classifier/App Sync Preferences] ウィンドウが表示されます。
[Classifier/AppSync Preferences] の結果は、次のカテゴリに分けて表示されます。

ステップ 2

•

[Conflicting classifiers/applications]：NAM との同期のために、1 つまたはすべての WAAS 分
類子およびアプリケーションを選択できます。デフォルトでは、すべての分類子およびア
プリケーションが選択されます。

•

[NAM-only applications/application groups]：NAM 内のアプリケーションおよびアプリケーショ
ン グループが表示されます。必要であれば、デバイス グループ レベルまたはデバイス レベ
ルで [NAM-only applications/application group] の定義を手動で WAAS に追加できます。

WAAS と NAM での分類子定義の違いを表示するには、[Classifier Definition Differences] の横に
ある矢印をクリックします。
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ステップ 3

NAM アプリケーションと同期する WAAS 分類子を選択し、フィルタ基準を定義するために必
要な情報を入力します。

ステップ 4

[Go] をクリックします。
定義の相違点が表示されます。

ステップ 5

NAM 内のアプリケーションおよびアプリケーション グループを表示するには、[NAM-Only
Applications] の横にある矢印をクリックします。アプリケーションおよびアプリケーション グ
ループに関する情報が表示されます。必要であれば、デバイス グループ レベルまたはデバイ
ス レベルで、これらの定義を手動で WAAS に追加できます。

ステップ 6

[Classifier/App Sync] ページを更新するには、[Refresh] ボタンをクリックします。

ステップ 7

[Submit] をクリックして同期プロセスを開始します。

データ ソースの設定
データ ソースとは、NAM Traffic Analyzer 用のトラフィックのソースのことです。例としては、
SPAN（Switched Port Analyzer）データを取得する NAM の物理データ ポート、NAM に NetFlow
を送信する特定のルータまたはスイッチ、NAM または ERSPAN（Encapsulated Remote Switched
Port Analyzer）にデータを送信し、NAM の管理ポートへ送られる WAAS デバイス セグメント
などがあります。
NAM 5.0 での新機能として、データ ソースの自動検出があり、[Auto Create] をクリックする
と、NAM でデータ ソースを自動的に検出できます。NAM にパケットを送信するデバイスの IP
アドレスや NDE パケットを最後に受信した時刻など、詳細を表示できます（NAM 4.x では、
この機能は「リスニング モード」と呼ばれていました）。

（注）

サイトを設定してある場合は、その特定のサイトへデータ ソースを割り当てることができま
す。データ ソースをサイトに割り当て、データ ソースの設定も行った場合、その 2 つがオー
バーラップする可能性もあります。サイトがデータ ソースの中でプライマリ「ビュー」になっ
ていることもがあるからです。この 2 つの間に不一致があると、データがまったく表示されま
せん。

（注）

データ ソースを選択するのではなく、サブネットを使用してサイトを設定することをお勧めし
ます。
次の領域には、データ ソースのタイプに関する具体的な情報が含まれています。
•

SPAN

•

ERSPAN

•

VACL

•

NetFlow

•

WAAS

[NAM Data Sources] ウィンドウには、その NAM モジュール用に設定されたデータ ソースのリ
ストが表示されます。次のフィールドがあります。
•

[Device]：ローカル物理ポートである場合は DATA PORT、または学習されたデバイスの IP
アドレス。
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•

[Type]：NAM 用のトラフィックのソース。
– ローカル物理ポートである場合は DATA PORT。
– データ ストリームがルータ、スイッチ、または WAE デバイスからエクスポートされる

場合は、WAAS、ERSPAN、または NETFLOW。
•

[Activity]：最新のアクティビティ。

•

[Status]：ACTIVE または INACTIVE。

•

[Data Source]：データ ソースに付けられた名前。

•

[Data Source Details]：Physical Port、または有効か無効にされるデータ ソースに関する情報。

この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

新しい WAAS デバイス用のデータ ソースの追加

•

新しい WAAS デバイスの自動作成

•

WAAS データ ソースの編集

•

WAAS データ ソースの削除

新しい WAAS デバイス用のデータ ソースの追加
NAM では、さまざまな WAAS セグメント（Client、Client WAN、Server WAN、Server、および
Passthrough）から収集されたトラフィックをモニタリングするために WAAS データ ソースが
使用されます。それぞれの WAAS セグメントは、データ ソースによって表されます。NAM
は、モニタリング対象の応答時間メトリックに加えて、アプリケーション、ホスト、カンバ
セーション情報などの WAAS データ ソースのその他のトラフィック統計情報をモニタリング
して報告するようにもセットアップできます。
エクスポートが有効になっている WAAS デバイスは自動的に検出されて追加されるため、通常
では WAAS デバイスを追加する必要はありません。
NAM によってモニタリングされるデバイスのリストに WAAS デバイスを手動で追加するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Advanced] > [Data Sources] を選択します。

ステップ 2

[Create] をクリックします。
[NAM Data Source Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Types] ドロップダウン リストから [WAAS] を選択します。

ステップ 4

[IP] フィールドに、デバイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 5

該当する WAAS セグメントのチェックボックスを選択します。
次の WAAS セグメントをモニタリングするよう、WAAS データ ソースを設定できます。
•

[Client]：モニタリングのために、そのクライアントから発生したオリジナルの（LAN 側
の）TCP フローを NAM にエクスポートするよう WAE デバイスを設定します。

•

[Client WAN]：モニタリングのために、そのクライアントから発生した最適化された
（WAN 側の）TCP フローを NAM にエクスポートするよう WAE デバイスを設定します。

•

[Server WAN]：モニタリングのために、そのサーバからの最適化された（WAN 側の）TCP
フローを NAM にエクスポートするよう WAE デバイスを設定します。

•

[Server]：モニタリングのために、そのサーバからのオリジナルの（LAN 側の）TCP フ
ローを NAM にエクスポートするよう WAE デバイスを設定します。
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•
ステップ 6

[Passthrough]：この設定では、最適化されずにパススルーされる TCP フローをエクスポー
トするよう WAE デバイスが設定されます。

[Submit] をクリックして、新しい WAAS カスタム データ ソースを追加します。

新しい WAAS デバイスの自動作成
多数の WAE デバイスがある場合は、[NAM Auto Config] オプションを使用して、新しく検出した
WAE デバイスを定義済みの設定テンプレートを使用して設定するように NAM を設定できます。
（注）

ほとんどの WAE デバイスがエッジ WAE デバイスの場合は、自動設定オプションをエッジ デバ
イスとして設定し、データセンター WAE を手動で設定することができます。たとえば、モニ
タリング用に [Client] セグメントを選択します。
新しい WAAS デバイスを自動作成するには、以下のステップに従います。

ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Advanced] > [Data Sources] を選択します。

ステップ 2

[Data Sources] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Auto Create] をクリックします。
[NAM Data Source Configuration] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

[WAAS] チェックボックスを選択します。

ステップ 5

必要なセグメントのチェックボックスを選択します。詳細については、新しい WAAS デバイス
用のデータ ソースの追加を参照してください。

ステップ 6

[Submit] をクリックして、新しい WAAS カスタム データ ソースを追加します。

WAAS データ ソースの編集
WAAS デバイスのカスタム データ ソースを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Advanced] > [Data Sources] を選択します。
[Data Sources] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

変更する WAAS デバイスを選択し、[Edit] をクリックします。[NAM Data Source Configuration]
ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

必要に応じてセグメントを変更します。

ステップ 4

[Edit] ボタンをクリックして、WAAS カスタム データ ソースを編集します。
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WAAS データ ソースの削除
WAAS のカスタム データ ソースを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Advanced] > [Data Sources] を選択します。
[Data Sources] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

削除する WAAS カスタム データ ソースを選択し、[Delete] をクリックします。
選択されている WAAS モニタリング対象サーバを本当に削除するのかの確認を求めるダイアロ
グ ボックスが表示されます。

ステップ 3

WAAS カスタム データ ソースの削除を続行する場合は、[OK] をクリックします。

NAM モジュールのプリファレンスの設定
NAM 表示、監査証跡、および NAM モジュールのファイル形式のプリファレンスといった特性
を設定できます。
ステップ 1

[Configure] > [Network Analysis Module] > [Advanced] > [Preferences] を選択します。
[Preferences] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ステップ 3

次のプリファレンスを指定します。
•

[Refresh Interval] （60～3600 秒）：ダッシュボード上の情報の更新間隔を示す時間。

•

[Top N Entries] （1～10）：[Top N] チャート上の色が付いたバーの数。

•

[Perform IP Host Name Resolution]：IP アドレスが表示されるときは、常に DNS 検索によっ
てホスト名に変換されます。

•

[Data Displayed In]：データの表示がバイト単位かビット単位か。

•

[International Notation]：数値の表示方法を選択します。

•

[Audit Trail]：[Audit Trail] オプションは、内部の syslog ログ ファイルに記録された最近の
重要なアクティビティのリストを表示します。また、syslog メッセージを外部のログに送
信することもできます。

[Submit] をクリックして設定値を保存します。

NAM ユーザ インターフェイスの起動
NAM ユーザ インターフェイスを起動して、高度な設定とモニタリングの作業を実行できます。
NAM ユーザ インターフェイスを起動するには、次の手順を実行します。
[Configure] > [Network Analysis Module] > [Advanced] > [Launch NAM GUI] を選択します。
新しいウィンドウまたはタブが（ブラウザの設定に応じて）開き、既存のログイン クレデン
シャルを使用する NAM セッションが表示されます。
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トラフィックのモニタリングと分析
トラフィックのモニタリングおよび分析機能は、直感的なワークフローと対話式のレポート作
成機能を備えています。
モニタリングと分析のダッシュボードを使用すると、ネットワーク トラフィック、アプリケー
ション パフォーマンス、サイト パフォーマンス、およびアラームを、ひと目でわかるように
表示できます。
ここでは、ネットワーク トラフィックのモニタリングと表示された情報の分析について説明し
ます。次のトピックが含まれます。
•

ナビゲーション

•

[Top Talkers] ダッシュボード

•

スループット ダッシュボード

•

[Performance Analysis] ダッシュボード

ナビゲーション
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

インタラクティブ レポート

•

フィルタ パラメータの保存

•

スケジュールされたエクスポートの設定

インタラクティブ レポート
ほとんどのモニタリング ダッシュボードでは、左列にある [Interactive Report] を使用してダッ
シュボードに表示される情報のパラメータを定義し直すことができます。[Filter] ボタンをク
リックして、チャートの表示される情報のパラメータを変更します。
表示されるデータの時間間隔など、さまざまなパラメータを選択できます。

（注）

アスタリスクは必須フィールドを表しています。
報告時間間隔の選択項目は、表示しているダッシュボードおよび使用している NAM プラット
フォームに応じて、次のように変化します。
•

NAM アプライアンスでは、直前の 5 分、直前の 15 分、直前の 1 時間、直前の 4 時間、お
よび直前の 8 時間という短い間隔がサポートされます。

•

ブランチ ルータ（NME-NAM）では、直前の 5 分、直前の 15 分、および直前の 1 時間とい
う短い間隔がサポートされます。

•

その他のプラットフォームでは、最後の 5 分、最後の 15 分、直前の 1 時間、および直前の
4 時間という短い間隔がサポートされます。

•

長い間隔の選択項目（直前の 1 日、1 週間、および 1 ヵ月）は、[RTP Streams]、[Voice Call
Statistics]、[Calls Tables]、[RTP Conversations]、[Host Conversations]、[Conversations]、およ
び [Response Time Details Views] のダッシュボードでは無効になります。

•

最大 1 時間の最大間隔がサポートされているダッシュボードは、[RTP Streams]、[Voice Call
Statistics]、[Calls Tables]、[RTP Conversations]、[Host Conversations]、[Conversations]、
[Response Time Details Views] です。
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（注）

[From] および [To] フィールドは、[Time Range] が [Custom] に設定されている場合のみ有効にな
ります。

フィルタ パラメータの保存
[Interactive Report] で [Filter] ボタンをクリックし、求めるパラメータを選択した後、その選択
内容を保存すると、同じデータを後で表示できます。
フィルタ パラメータを保存するには、次の手順に従います。
ステップ 1

モニタリング ダッシュボードの [Interactive Report] で、[Filter Name] フィールドに名前を入力
します。
フィルタは、フィルタ名が入力された場合のみ保存されます。保存したフィルタだけが、複数
のログイン セッションにまたがって存続します。

ステップ 2

[Submit] をクリックします。
これでこのフィルタが保存され、[Interactive Report] の下に表示されます。最大 5 つのフィルタ
を保存できます。

スケジュールされたエクスポートの設定
ダッシュボードが定期的に抽出されて CSV または HTML 形式で送信されてくるよう、
Scheduled Export を作成できます。
毎日指定した時刻に、指定した間隔でレポートを生成し、そのレポートを指定した電子メール
アドレスに送信するようスケジューリングされたジョブを設定できます。また、スケジューリ
ングした時刻まで待たずに、[Preview] ボタンをクリックして、すぐにレポートを取得すること
もできます。このレポートは、プレビューしてから送信することもできます。
Scheduled Export を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Network Analysis] のほとんどの画面では、画面の左側に [Interactive Report] があります。
[Interactive Report] ボックスで [Export] ボタンをクリックします。
[Create Scheduled Report] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Export Type] ドロップダウン リストから、[Daily] または [Weekly] を選択します。

ステップ 3 （レポートの配信を受ける場合）[Export Time] ドロップダウンリストから、[Day] または [Hour]

を選択します。
ステップ 4

[Report Time]（[Daily] の場合）または [Data Time Range]（[Weekly] の場合）を選択します。こ
れは測定する時間間隔です。
日次レポートの [Report Time] は、現在の 24 時間に制限されています。
週次レポートの [Report Time] は、どれだけ多い日数を選択しても常に 5:00 p.m ～ 5:00 p.m
（17:00 ～ 17:00）です。
たとえば、[Export Type] で [Weekly]、[Data Time Range] で [Last 2 Days]、[Export Time: Day] で
[Wednesday]、および [Hour] で [13:00] を選択した場合、レポートには日曜日 17:00 から火曜日
17:00 までのデータが示されます。
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[Export Time: Day] で [Wednesday]、[Hour] で [18:00] を選択した場合、レポートには月曜日
17:00 から水曜日 17:00 までのデータが示されます。
ステップ 5

レポートの配信先にする電子メール アドレスを入力します。

ステップ 6

配信オプション（[HTML] または [CSV]）を選択します。

ステップ 7

レポートの説明を入力します。これは、配信されてくるレポートのファイル名の末尾に表示さ
れます。

ステップ 8

実行する作業に応じて、次の 1 つ以上の作業を実行します。
•

ダイアログ ボックス内の値をクリアする場合、[Reset] をクリックします。

•

レポートをプレビューする場合、[Preview] をクリックします。

•

[Submit] をクリックし、スケジューリングされたジョブの要求を送信します。

•

ダイアログボックスを閉じて前の画面に戻る場合、[Cancel] をクリックします。

[Top Talkers] ダッシュボード
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

[Top Talkers Traffic Summary] ダッシュボード

•

Top Talkers Details

[Top Talkers Traffic Summary] ダッシュボード
[Top Talkers Traffic Summary] ダッシュボードを使用すると、[Top N Applications]、[Top N
Application Groups]、[Top N Hosts (In and Out)]、[IP Distribution by Bytes]、[Top N DSCP]、およ
びネットワーク上でモニタリングされている [Top N VLAN] を表示できます。このダッシュ
ボードでは、すべての WAAS デバイスからのトラフィックの自動モニタリングができます。
[Traffic Summary Dashboard] を表示するには、[Monitor] > [Network Analysis Module] >
[Overview] を選択します。
左側にある [Interactive Report] を使用して情報をフィルタリングし、特定のサイト、データ
ソース、VLAN、またはレポート作成間隔に絞り込むことができます。1 つのタイプの基準だ
けを指定して他の基準を空白にしたり、すべての基準を指定したりできます。また、
[Interactive Report] からのレートまたは累積データを表示することもできます。
初めて NAM にログインした場合のデフォルト ビューは、[Traffic Summary] ダッシュボードで、
デフォルトでは一番上のデータ ソースが選択されます。
このダッシュボードに表示されるチャートは次のとおりです。
•

Top N Applications
[Top N Applications] チャートでは、[Interactive Report] フィルタの選択（データ レート、ま
たは累積）に応じて、それぞれ、トラフィック レート（バイト/秒またはビット/秒）また
はトラフィック量（バイト数またはビット数）を表示できます。色が付いたバーの上に
カーソルを置くと、直前の時間間隔に収集された 1 秒あたりのバイト数または合計バイト
数が表示されます。

•

Top N Application Groups
このチャートには、上位 N アプリケーション グループの詳しい分析と、この間隔でのトラ
フィック レートまたはトラフィック量が示されます。[Interactive Report] では、レートまた
は累積を選択できます。レートは 1 秒あたりのバイト数で累積は合計バイト数です。
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•

Top N Hosts (In and Out)
このチャートには、トラフィック レート（バイト/秒またはビット/秒）またはトラフィッ
ク量（バイト数またはビット数）が表示されます。

•

IP Distribution by Bytes
このチャートには、IP プロトコル（たとえば、IPv4 TCP）に配信されたバイトのパーセン
テージが示されます。

•

Top N DSCP
このチャートには、上位 Differentiated Services Code Point（DSCP）集約グループの統計が
表示されます。

•

Top N VLAN
このチャートには、上位 N VLAN 統計が示されます。このチャートでは、VLAN タグを持
たないトラフィックを表す VLAN 0 が表示される場合があります。

チャートを表形式で表示するには、チャートの右下隅にある [View as Chart] または [View as
Grid] 切り替えボタンを使用します。また、[Show as Image] ボタンをクリックしてイメージを
表示し、PNG ファイルとして保存することもできます。
データをグリッド表示した場合、数値は [Preferences] ウィンドウ（[Configure] > [Network
Analysis Module] > [Advanced] > [Preferences]）で設定した形式に従ってフォーマットされます。
[Preferences] ウィンドウでは、表示する上位 N エントリの数を設定することもできます。

Top Talkers Details
WAAS デバイスを展開するプロセスの中で、WAAS の計画と設定に役立つデータを取得できま
す。WAN トラフィックの設定については、新しい WAAS デバイス用のデータ ソースの追加を
参照してください。
[Top Talkers Detail] ウィンドウ（[Monitor] > [Network Analysis Module] > [Top Talkers Details]）
は、事前展開プロセスに役立ちます。[Interactive Report] ウィンドウを使用して、最適化のため
に分析するトラフィックを選択します。[Interactive Report] ウィンドウには、[Top
Applications]、[Top Network Links]、[Top Clients]、および [Top Servers] が表示されます。

スループット ダッシュボード
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

[Network] ダッシュボード

•

[Top Applications] ダッシュボード

•

[Application] ダッシュボード

[Network] ダッシュボード
[Network] ダッシュボードを使用すると、WAAS ユーザの LAN と WAN のスループットを着信
と発信の両方向で表示できます。これらのレポートを表示するには、WAN および LAN イン
ターフェイスで構成されるインターフェイス グループを設定します。表示される情報は、収集
が作成された以降か、NAM が再起動された以降に収集された、合計データを表します。
[Network] ダッシュボードを表示するには、[Monitor] > [Network Analysis Module] > [Throughput]
> [Network] を選択します。

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

13-19

第 13 章

ネットワーク解析モジュールの設定

トラフィックのモニタリングと分析

ウィンドウの左側にある [Interface Selector] から、インターフェイス グループのビューを選択
して、トラフィックをチャートに表示します。NDE データ ソース名の横にある矢印アイコン
をクリックしてすべてのインターフェイス グループを表示し、インターフェイス グループ
ビューを選択します。グラフにデータが表示されず、
「Interface needs to be selected」というメッ
セージが表示される場合は、インターフェイス グループ ビューが選択されていません。
インターフェイス グループ ビューを選択すると、次のチャートにデータが取り込まれます。
•

Interface Traffic (Ingress % Utilization and Egress % Utilization)

•

Top N Applications—Ingress

•

Top N Applications—Egress

•

Top N Hosts—Ingress

•

Top N Hosts—Egress

•

Top N DSCP Aggr—Ingress

•

Top N DSCP Aggr—Egress

インターフェイス速度は [Interface capacity table] によって手動で入力するか、あるいは、デー
タ ソース テーブルに NDE デバイスの SNMP 設定が入力されている場合は自動的に設定するこ
とができます。

[Top Applications] ダッシュボード
[Top Applications] ダッシュボードには、選択した期間、および指定したサイトかデータ ソース
（またはその両方）ごとに、トラフィック レートが上位のアプリケーションが表示されます。
[Applications Over Time] には、その期間に実行されていたすべてのアプリケーションが表示され
ます。色分けされた凡例には、どのようなアプリケーションが実行されているかが示されます。
任意のデータ点の上にカーソルを置くと、実行されている個々のアプリケーションの正確な値
に関する詳細を取得できます。

[Application] ダッシュボード

（注）

•

[Application] ウィンドウ（[Monitor] > [Network Analysis Module] > [Throughput] >
[Application]）には、選択した期間の特定のアプリケーションに関するトラフィック レベ
ルを表示できます。これは以下で使用できます。このウィンドウには、次の情報が表示さ
れます。

•

長期間におけるアプリケーション トラフィックのグラフ。

•

選択された期間にそのアプリケーション上でトラフィックを送受信した上位ホスト。

•

NAM がパケットをそのアプリケーションとして分類する基準を示す [Application
Configuration]。通常、この基準はアプリケーションを識別する TCP か UDP、またはその両
方のリストです。

一部のアプリケーションは、ヒューリスティックまたはその他の状態ベースのアルゴリズムに
よって識別されることに注意してください。
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[Performance Analysis] ダッシュボード
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

[Application] ダッシュボード

•

[Conversation Multiple Segments] ダッシュボード

[Application] ダッシュボード
[Application] ダッシュボードには、フロー エージェントによって報告されたオリジナルのトラ
フィック量と最適化されたトラフィック量だけでなく、アプリケーションのトランザクション
時のパフォーマンスも表示されます。トランザクション時間のクライアント セグメント、
WAN セグメント、およびサーバ セグメント別の明細に関する情報も示されます。たとえば、
トランザクション時間の大部分が（サーバが低速なために）サーバ セグメント時間によって占
められている場合、WAAS のパフォーマンスは、WAN ネットワーク時間がトランザクション
時間の大部分を占めている場合ほど大幅には改善できない可能性があります。[Application
performance analysis] ダッシュボードを表示するには、[Monitor] > [Network Analysis Module] >
[Performance Analysis] > [Application] を選択します。
このダッシュボードで使用できるチャートは次のとおりです。
•

Transaction Time (Client Experience)

•

Traffic Volume and Compression Ratio

•

Average Concurrent Connections (Optimized vs. Passthru)

•

Multi-Segment Network Time (Client LAN - WAN - Server LAN)

[Conversation Multiple Segments] ダッシュボード
[Conversation Multiple Segments] ダッシュボードはさまざまなデータ ソースからのデータを相
互に関連付け、複数の WAAS セグメント（データ ソース）からの応答時間メトリックの表示
と比較を可能にします。[Conversation Multiple Segments] ダッシュボードを表示するには、
[Monitor] > [Network Analysis Module] > [Performance Analysis] > [Conversation Multisegments] を
選択します。
[Response Time Across Multiple Segments] ウィンドウに、該当するデータ ソースからの、選択し
たサーバまたはクライアントとサーバのペアの応答時間メトリックが表示されます。
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ネットワーク解析モジュールの設定

パート 4

Cisco WAAS ネットワークの保守、モニタリング、
およびトラブルシューティング

CHAPTER

14

WAAS システムの保守
この章では、WAAS システムを保守するために実行する必要がある作業について説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する Cisco WAAS Central Manager と Cisco Wide Area
Application Engine（WAE）を総称する用語として「Cisco WAAS デバイス」を使用します。
WAE という用語は、WAE および WAVE アプライアンス、Cisco WAAS を実行する Cisco
Services Ready Engine サービス モジュール（SRE-SM）、および Cisco Virtual WAAS（vWAAS）
インスタンスを指します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

WAAS ソフトウェアのアップグレード

•

WAAS システムのバックアップと復元

•

RAID 1 システムのディスク保守の実行

•

RAID 5 システムのディスクの取り外しと交換

•

Central Manager の役割の設定

•

ディスク暗号化の有効化

•

ディスク エラー処理方法の設定

•

データ キャッシュ管理の有効化

•

すべての非アクティブ WAAS デバイスのアクティブ化

•

デバイスまたはデバイス グループのリブート

•

制御されたシャットダウンの実行

WAAS ソフトウェアのアップグレード
表 14-1 で、WAAS ソフトウェアを最新バージョンにアップグレードするために必要な手順の
概要を説明します。
WAAS ネットワーク内のすべてのデバイスで、同じバージョンの WAAS ソフトウェアが稼働し
ている必要があります。一部の WAAS デバイスで異なるバージョンのソフトウェアが稼働して
いる場合、WAAS Central Manager は、最新のバージョンである必要があります。バージョンの
相互運用性の制限の詳細については、『Release Note for Cisco Wide Area Application Services』を
参照してください。
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Central Manager は、現行のバージョンより高いバージョン レベルの登録済み WAE デバイスを
検出すると、マイナー アラームを生成して通知します。さらに、WAE デバイスが [device
listing] ページに赤で表示されます。
WAAS Central Manager バージョン 5.4.1 は、バージョン 4.3.1 以降が稼働する WAE デバイスを
管理できます。一部の WAAS Central Manager ウィンドウ（新機能付き）は、5.4.1 より低い
バージョンが稼働する WAAS デバイスには適用されません。ウィンドウなどの設定を変更する
と、設定は保存されますが、デバイスをバージョン 5.4.1 にアップグレードするまで有効にな
りません。

（注）

WAAS バージョン 5.4 は、WAAS デバイスが 4.3.1 より低いソフトウェア バージョンを実行し
ている、混在バージョンの WAAS ネットワークでの実行をサポートしません。4.3.1 より前の
バージョンを実行している WAAS デバイスがある場合は、まずそれらをバージョン 4.3.1（以
降）にアップグレードしてから、Central Manager にバージョン 5.2 をインストールする必要が
あります。デバイスは、既存の Central Manager バージョンより後のバージョンにアップグレー
ドしないでください。すべてのデバイスがバージョン 4.3.1 またはそれ以降のバージョンに
アップグレードされたら、WAAS Central Manager でバージョン 5.4.1 へのアップグレードを開
始できます。バージョン 4.0、4.1、または 4.2 からバージョン 5.4.1 に直接アップグレードする
操作はサポートされていません。

（注）

Central Manager に登録されている SM-SRE デバイス（どちらも同じソフトウェア バージョンを
実行している）がそれより低いバージョンにダウングレードされると、SM-SRE デバイスはオ
フラインになります。Central Manager からデバイスの登録を解除し、設定を有効にするために
デバイスを 2 回再ロードする必要があります。次に、正しく動作させるため、Central Manager
にデバイスを登録する必要があります。

一部の旧リリースから特定のリリースへのアップグレードだけがサポートされています。目的
のリリースへのアップグレードがサポートされていないリリースを稼働している WAAS デバイ
スでは、このデバイスをサポートされている中間のリリースにアップグレードしてから、最終
的な目的のリリースにアップグレードします。アップグレードがサポートされているバージョ
ンの詳細については、『Release Note for Cisco Wide Area Application Services』でアップグレード
するソフトウェアのバージョンを参照してください。

（注）

アップグレードを開始する前に、AppNav クラスタのすべての WAE で WCCP を無効にします。
アップグレードが完了したら、WCCP を再度有効にする前に、次のことを確認します。
•

WAE が稼働中である。

•

AppNav クラスタが正しく再収束されている。

•

すべてのデバイスが作動可能である（初期化中ではない）。

•

デバイスにアラームがない。

•

show accelerator コマンドは、有効化されたすべての Application Optimizer が正常であるこ
とを示します。

それぞれが完全であることを確認した後、WCCP を再度有効化することができます。
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表 14-1

WAAS ソフトウェアをアップグレードするためのチェックリスト

タスク
1. WAAS ネットワークで動作している
現在のソフトウェア バージョンを決
定する。

2.

3.

4.

5.

6.

Cisco.com から新しい WAAS ソフト
ウェア バージョンを取得する。

追加情報と手順
Cisco.com にアクセスしたときに新しいバージョンをダウンロードす
る必要があるかどうかを知るために、現在使用しているソフトウェア
バージョンを確認します。
詳細については、現在のソフトウェア バージョンの決定を参照して
ください。
Cisco.com にアクセスして新しいソフトウェア バージョンをダウン
ロードし、ローカル FTP サーバまたは HTTP サーバにこのファイルを
配置します。

WAAS Central Manager で新しいソフ
トウェア バージョンを登録する。

詳細については、Cisco.com からの最新のソフトウェア バージョンの
入手を参照してください。
WAAS Central Manager がファイルにアクセスできるように、新しい
ソフトウェアファイルの URL を登録します。

WAAS Central Manager をアップグ
レードする。

詳細については、WAAS Central Manager GUI でのソフトウェア ファ
イルの位置の指定を参照してください。
プライマリおよびスタンバイ WAAS Central Manager をアップグレー
ドします。

デバイス グループを使用して WAAS
デバイスをアップグレードする。

詳細については、WAAS Central Manager のアップグレードを参照し
てください。
WAAS Central Manager をアップグレードしたら、デバイス グループ
に属するすべての WAAS デバイスをアップグレードします。

ソフトウェア バージョン ファイルを
削除する。

詳細については、デバイス グループを使用した複数のデバイスの
アップグレードを参照してください。
WAAS ネットワークを完全にアップグレードしたあと、必要な場合は
ソフトウェア ファイルを削除できます。
詳細については、ソフトウェア ファイルの削除を参照してください。

IPv6 アドレスを使用して、SM-SRE デバイスにソフトウェア バージョンをインストールするこ
とはサポートされていません。
WAAS ソフトウェアを低いバージョンにダウングレードまたはロールバックする場合、最初に
WAE デバイスのバージョンを、次にスタンバイ Central Manager（該当する場合）を、最後に
プライマリ Central Manager をダウングレードまたはロールバックします。ダウングレードの詳
細については、『Release Note for Cisco Wide Area Application Services』を参照してください。

現在のソフトウェア バージョンの決定
特定のデバイスで動作している現在のソフトウェア バージョンを表示するには、[Devices] >
[All Devices] の順に選択します。[All Devices] ウィンドウは、表示される各デバイス用のソフト
ウェア バージョンを表示します。
また、[Devices] > [device-name] をクリックするか、[Devices] ウィンドウで、デバイスの名前の
横にある [Edit] アイコンをクリックすることもできます。[Device Dashboard] ウィンドウが表示
され、そのデバイスのソフトウェア バージョンが表示されます。
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（注）

ソフトウェア バージョンは、ソフトウェア アップグレードが正常に完了するまで、
アップグレードされません。ソフトウェアアップグレードの進行中に表示されるバー
ジョン番号は、基本バージョンであり、アップグレードされるバージョン番号ではあり
ません。

また、デバイス コンテキストで、[Monitor] > [CLI Commands] > [Show Commands] を選択しま
す。[version] を選択し、[Submit] をクリックします。2 番めのウィンドウが表示され、show
version コマンドの CLI 出力が表示されます。

Cisco.com からの最新のソフトウェア バージョンの入手
Cisco.com から最新の WAAS ソフトウェア バージョンを入手するには、次の手順に従ってくだ
さい。
ステップ 1

Web ブラウザを起動し、次の Cisco.com の Web サイトにアクセスしてください。
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html

ステップ 2

[Application Networking Services] > [Wide Area Application Services] > [Cisco Wide Area Application
Services (WAAS) Software] ダウンロード エリアへナビゲートします。

ステップ 3

必要な WAAS ソフトウェア イメージを選択し、適切なソフトウェア イメージをダウンロード
します。

ステップ 4

WAAS Central Manager GUI でのソフトウェア ファイルの位置の指定の説明に従って、WAAS
Central Manager GUI でソフトウェア ファイルの位置を登録します。

WAAS Central Manager GUI でのソフトウェア ファイルの位置の指定
WAAS ソフトウェアをアップグレードするには、最初に WAAS Central Manager GUI で WAAS ソ
フトウェア ファイルの位置を指定し、ソフトウェア ファイル設定を構成する必要があります。
WAAS ソフトウェアには次の 2 つのタイプがあります。
•

Universal：Central Manager、Application Accelerator および AppNav コントローラ 機能が含
まれます。このタイプのソフトウェア ファイルを使用すると、すべてのモードで動作して
いるデバイスをアップグレードできます。

•

Accelerator only：Application Accelerator 機能および AppNav コントローラ 機能のみが含ま
れます。このタイプのソフトウェア ファイルを使用すると、Application Accelerator デバイ
スまたは AppNav コントローラ デバイスのみをアップグレードできます。Application
Accelerator または AppNav コントローラCentral Manager に変更する場合は、Universal ソフ
トウェア ファイルをインストールし、デバイスを再ロードし、デバイス モードを
central-manager に変更した後、改めてデバイスを再ロードすることが必要です。また、
kdump 解析機能は Accelerator only イメージには含まれていません。

ソフトウェア ファイル設定フォームを構成するには、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、[Admin] > [Version Management] > [Software Update] を選
択します。
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ステップ 2

タスクバーの [Create New Software File] アイコンをクリックします。
[Creating New Software File] ウィンドウが表示されます（図 14-1 を参照）。
図 14-1

ステップ 3

[Creating New Software File] ウィンドウ

[Software File URL] フィールドで、次のように新しい WAAS ソフトウェア ファイルの場所を指
定します。
a.

[Software File URL] ドロップダウン リストから、プロトコル（[http] または [ftp]）を選択し
ます。

b.

Cisco.com からダウンロードした .bin ソフトウェア ファイルの URL を入力します。たとえ
ば、有効な URL は次のようになります。
http://internal.mysite.com/waas/WAAS-xxxx-K9.bin
http://2012:3:3:3::8/waas/WAAS-xxxx-K9.bin
ここで、WAAS-xxxx-K9.bin は、ソフトウェア アップグレード ファイルの名前です。（通
常、ファイル名にはバージョン番号が含まれます）。
アップグレードするデバイスに合う正しいタイプのソフトウェア イメージ、つまり
Universal または Accelerator only のいずれかを URL が示すようにしてください。
Central Manager が IPv6 アドレスを使用して設定されている場合、https://[CM ipv6
address]:8443/ を使用してアクセスできます。
IPv6 アドレスを使用したソフトウェア アップデート設定は、サポートされていないデバイ
ス モデル/バージョンのデバイス/デバイス グループ レベルの使用状況ページでフィルタリ
ングされます。

ステップ 4 （任意）サーバがユーザ ログイン認証を要求する場合は、[Username] フィールドにユーザ名を

入力し、[Password] フィールドにログイン パスワードを入力します。[Confirm Password]
フィールドに同じパスワードを入力します。
[Software Version] フィールドと [Image Type] フィールドは編集できません。設定を送信してイ
メージが検査されたあとで、それらのフィールドに自動的に入力されます。
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ステップ 5

[Advanced Settings] セクションで [Auto Reload] チェックボックスを選択して、ソフトウェアを
アップグレードしたときにデバイスを自動的に再ロードするようにします。このチェックボッ
クスを選択しない場合は、ソフトウェアをアップグレードした後で、アップグレード プロセス
を完了するためにデバイスを手動で再ロードする必要があります。

ステップ 6 （任意）[Comments] フィールドに、説明を入力します。
ステップ 7

[Submit] をクリックします。
ソフトウェア イメージ ファイルが検査されて、[Software Version] フィールドと [Image Type]
フィールドに、イメージ ファイルから抽出された適切な情報が入力されます。

注意

ブラウザが WAAS Central Manager GUI 用のユーザ名とパスワードを保存するように設定されて
いる場合、ブラウザは、[Creating New Software File] ウィンドウの [Username] フィールドと
[Password] フィールドにユーザ名とパスワードを自動入力します。[Submit] をクリックする前
に、これらのフィールドをクリアする必要があります。
これで、使用するソフトウェア ファイルが、WAAS Central Manager に登録されます。ソフト
ウェアのアップグレードまたはダウングレードを実行するときは、登録した URL が [Update
Software] ウィンドウで使用できる選択肢の 1 つになります。

CLI からデバイスを再ロードするには、reload EXEC コマンドを使用します。
（注）

登録済みソフトウェア ファイルのリストを表示している際に、ソフトウェア ファイル
の [Image Type] カラムに [Unknown] と表示される場合は、このソフトウェア ファイル
がバージョン 4.2.1 よりも前の WAAS で追加されたことを示します。このような不明な
ソフトウェア ファイルを使用する場合は、再送信する必要があります。ファイルの横
にある [Edit] アイコンをクリックして [Modifying Software File] ウィンドウを開き、
[Submit] ボタンをクリックしてファイルを再送信します。

WAAS Central Manager のアップグレード
WAAS ネットワークのソフトウェアをアップグレードするときは、WAE デバイスをアップグ
レードする前に WAAS Central Manager から開始します。
プライマリおよびスタンバイ WAAS Central Manager デバイスは、同じバージョンの WAAS ソ
フトウェアを使用する必要があります。同じではない場合、スタンバイ WAAS Central Manager
はこれを検出し、プライマリ WAAS Central Manager から受信する設定更新を処理しません。ス
タンバイ WAAS Central Manager が異なるバージョン レベルであることがわかると、プライマ
リ WAAS Central Manager はスタンバイ WAAS Central Manager を [device listing] ページに赤で表
示します。
プライマリ WAAS Central Manager を使用してソフトウェア アップグレードを実行する場合は、
最初にスタンバイ WAAS Central Manager をアップグレードし、次にプライマリ WAAS Central
Manager をアップグレードする必要があります。また、ソフトウェアをアップグレードする前
に、プライマリ WAAS Central Manager 用のデータベース バックアップを作成し、データベー
ス バックアップ ファイルを安全な場所にコピーすることを推奨します。
WAAS Central Manager デバイスには、このアップグレード手順を使用します。また、このアッ
プグレード手順を使用して、WAAS Central Manager のあとに一度に 1 台ずつ WAAS デバイスを
アップグレードすることもできます。
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1 台のデバイスでソフトウェアを別の WAAS ソフトウェア リリースへアップグレードするに
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。
[Device Dashboard] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

アップグレードする予定のバージョンが、デバイスで動作していないことを確認します。

ステップ 3

[Update] リンクをクリックします。
[Software Update] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

該当するファイル名の横にあるオプション ボタンをクリックして、[Software Files] リストから
ソフトウェア ファイル URL を選択します。
Central Manager デバイスをアップグレードしているので、リストには Universal のイメージ タ
イプのソフトウェア ファイルだけが表示されます。使用可能なイメージがない場合は、WAAS
Central Manager GUI でのソフトウェア ファイルの位置の指定の手順に従って、ソフトウェア
ファイルを作成する必要があります。

ステップ 5

[Submit] をクリックし、[OK] をクリックして決定を確認します。
[Devices Listing] ウィンドウが再び表示されます。このウィンドウから、アップグレードの進行
状況をモニタできます。
[Software Version] 列に、ソフトウェア アップグレードのステータス メッセージが表示されま
す。これらの中間メッセージは、WAAS デバイスのシステム ログにも書き込まれます。アップ
グレード ステータス メッセージの説明については、表 14-2 を参照してください。

ステップ 6

ブラウザのキャッシュをクリアし、ブラウザを終了してから、WAAS Central Manager へのブラ
ウザ セッションを再起動します。

（[Creating New Software File] ウィンドウで [Auto Reload] を選択すると）アップグレード手順が
完了したときに WAAS Central Manager がリブートし、一時的にデバイスおよび GUI にアクセ
スできなくなる場合があります。
表 14-2

アップグレード ステータス メッセージ

アップグレード ステータス メッセージ 条件
Pending
要求が WAAS Central Manager からデバイスへまだ送
信されていない、あるいはデバイスが要求の受信を
確認応答していません。
Downloading
ソフトウェア ファイルをダウンロードする方法を決
定中です。
Proceeding with Download
ソフトウェア ファイルをダウンロードする方法が直
接ダウンロードに決定されます。ソフトウェア ファ
イルの直接ダウンロード要求を処理します。
Download in Progress (Completed ...)
ソフトウェア ファイルの直接ダウンロードを処理し
ています。「Completed」は、処理されたメガバイト
数を示します。
Download Successful
ソフトウェア ファイルの直接ダウンロードが正常終
了しました。
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表 14-2

アップグレード ステータス メッセージ （続き）

アップグレード ステータス メッセージ 条件
Download Failed
ソフトウェア ファイルの直接ダウンロードを処理で
きません。トラブルシューティングが必要です。デ
バイスのシステム メッセージ ログを参照してくださ
い。一度に複数のデバイスをアップグレードしてい
る場合、ソフトウェア ファイルをホスティングして
いるサーバが要求で負荷がかかりすぎると、ダウン
ロードでエラーが発生する可能性があります。
[Retry] リンクが表示されたら、このリンクをクリッ
クしてアップグレードを再試行します。
Proceeding with Flash Write
ソフトウェア ファイルをデバイスのフラッシュ メモ
リに書き込む要求が出されました。
Flash Write in Progress (Completed ...)
デバイスのフラッシュ メモリへの書き込みを処理し
ています。「Completed」は、処理されたメガバイト
数を示します。
Flash Write Successful
ソフトウェアのフラッシュ書き込みが正常終了しま
した。
Reloading
ソフトウェア アップグレードを完了するために、デ
バイスを再ロードする要求が出されました。デバイ
スが数分間オフラインになる場合があります。
Reload Needed
デバイスを再ロードする要求が出されていません。
ソフトウェア アップグレードを完了するために、手
動でデバイスを再ロードする必要があります。
Cancelled
ソフトウェア アップグレード要求が中止された、ま
たは前のソフトウェア アップグレード要求が CLI か
ら取り消されました。
Update Failed
ソフトウェア アップグレードを完了できませんでし
た。トラブルシューティングが必要です。デバイス
のシステム メッセージ ログを参照してください。一
度に複数のデバイスをアップグレードしている場合、
ソフトウェア ファイルをホスティングしているサー
バが要求で負荷がかかりすぎると、アップグレード
でエラーが発生する可能性があります。[Retry] リン
クが表示されたら、このリンクをクリックしてアッ
プグレードを再試行します。

デバイス グループを使用した複数のデバイスのアップグレード
（注）

この手順は、WAE デバイス専用です。WAAS Central Manager デバイスは、デバイス グループ
を使用してアップグレードできません。
複数のデバイスで最新の WAAS ソフトウェア リリースにアップグレードするには、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、[Device Groups] > [device-group-name] を選択します。
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ステップ 2

[Admin] > [Versioning] > [Software Update] を選択します。
[Software Update for Device Group] ウィンドウが表示されます

ステップ 3

ファイル名の横にあるオプション ボタンをクリックして、[Software File URL] リストからソフ
トウェア ファイル URL を選択します。使用可能なイメージがない場合は、WAAS Central
Manager GUI でのソフトウェア ファイルの位置の指定の手順に従って、ソフトウェア ファイル
を作成します。
アップデートするデバイスが多数あり、同じサイズのソフトウェア ファイルを使用してネット
ワーク帯域幅を保存したい場合は、イメージ タイプが Accelerator only（Universal イメージより
サイズが小さい）のソフトウェア ファイルを指定します。後で、Accelerator only デバイスから
Central Manager に変更する場合は、Universal ソフトウェア ファイルをインストールし、デバ
イスを再ロードし、デバイス モードを central-manager に変更した後、改めてデバイスを再ロー
ドすることが必要です。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
アップグレードの進行状況を表示するには、[All Devices] ウィンドウ（[Devices] > [All
Devices]）へ進み、[Software Version] 列でソフトウェア アップグレード ステータス メッセージ
を表示します。これらの中間メッセージは、WAAS デバイスのシステム ログにも書き込まれま
す。アップグレード ステータス メッセージの説明については、表 14-2 を参照してください。

Central Manager の新規ハードウェアへのアップグレードおよび既存
の Central Manager の WAE への変換
新規のハードウェアをプライマリ Central Manager として追加し、既存の Central Manager を
WAE として使用する場合、まず新規のハードウェアをシステムに追加し、設定することが重
要です。

（注）

以前の Central Manager のデータベース バックアップを実行し、それを新規デバイスで復元す
ると、それが後で WAE として使用されないようにすることができます。
新規の Central Manager にアップグレードし、既存の Central Manager を WAE に変換するには、
次の手順に従ってください。

ステップ 1

ハードウェア デバイスを新規の Central Manager として追加し、それをスタンバイ Central
Manager として設定します。複数のスタンバイ Central Manager がシステムに存在する場合があ
ります。詳細については、Central Manager の役割の設定を参照してください。

ステップ 2

新規のハードウェア デバイスが使用可能になり、他のシステムとの同期が完了したら、その新
しいハードウェア デバイスがプライマリ Central Manager として機能できるようにします。詳
細については、スタンバイ Central Manager のプライマリ Central Manager への変換を参照して
ください。

ステップ 3

CMS サービスを無効にし、以前の Central Manager CLI インターフェイスで cms deregister コマ
ンドを実行して、それを CM データベースから削除します。デバイス間の接続がなくなった
ら、cms deregister force コマンドを使用し、新規の Central Manager GUI で以前の Central
Manager を手動で削除します。
wae# cms deregister force
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Deregistering WAE device from Central Manager will result in loss of data on encrypted
file systems, imported certificate/private keys for SSL service and wafs preposition
credentials.If secure store is initialized and open, clear secure store and wait for one
datafeed poll rate to retain wafs preposition credentails.
Do you really want to continue (yes|no) [no]?yes Disabling management service.
management services stopped
Sending de-registration request to CM
Failed to contact CM(Unmarshaled: 9001).Please check connectivity with CM device and
status of management service on CM.
Device de-regsitration failed, removing device registration information.
Please delete the device record on the Central Manager.
Removing cms database tables.
Re-initializing SSL managed store and restarting SSL accelerator.Deregistration
complete.Save current cli configuration using 'copy running-config startup-config' command
because CMS service has been disabled.
#

ステップ 4

以前の Central Manager の名前を変更し、IP アドレスを変更します。さらに、device mode コマ
ンドを使用してモードを変更し、reload コマンドを使用して再ロードします。
wae# configure
wae(config)# device mode application-accelerator
The new configuration will take effect after reload.
wae# reload

ステップ 5

新しいプライマリ Central Manager の名前を変更し、その IP アドレスを変更して、以前のもの
を完全に置き換えます。そうしないと、Central Manager の新しいアドレスを指すようにデバイ
スの設定を更新する必要があります。スクリプトについては、Cisco TAC の担当者にお問い合
わせください。
wae(config)# hostname old primary central-manager name
wae(config-if)# ip address ipaddress netmask.

ソフトウェア ファイルの削除
WAAS デバイスのアップグレードが正常に完了したら、WAAS デバイスからソフトウェア ファ
イルを削除できます。

（注）

何らかの理由でシステムをダウングレードする必要がある場合に備えて、ソフトウェアを削除
する前に数日待つことを推奨します。
ソフトウェア ファイルを削除するには、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、[Admin] > [Version Management] > [Software Update] を選
択します。

ステップ 2

削除するソフトウェア ファイルの横にある [Edit] アイコンをクリックします。[Modifying
Software File] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

タスクバーの [Trash] アイコンをクリックします。
ソフトウェア ファイルを削除するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。

ステップ 4

[OK] をクリックします。
選択されたソフトウェア ファイルが WAAS ネットワークから削除されます。
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WAAS システムのバックアップと復元
ここでは、次の内容について説明します。
•

WAAS Central Manager データベースのバックアップと復元

•

WAE デバイスのバックアップと復元

•

システム ソフトウェアの再インストール

•

システム ソフトウェアの復旧

•

紛失した管理者パスワードの復旧

•

ディスクに基づくソフトウェアの欠落からの復旧

•

WAAS デバイス登録情報の復旧

WAAS Central Manager データベースのバックアップと復元
WAAS Central Manager デバイスは、WAAS ネットワーク全体のデバイス設定情報を Centralized
Management System（CMS）データベースに保存します。システムの信頼性を向上するために、
手動で CMS データベースの内容をバックアップできます。
CMS データベース バックアップは、WAAS Central Manager が他の WAAS デバイスと通信する
ために使用するアーカイブ データベース ダンプ、WAAS Central Manager 登録情報、およびデ
バイス情報を含む独自の形式にあります。CMS データベース バックアップ ファイルは、プラ
イマリおよびスタンバイ WAAS Central Manager デバイス間で交換できません。そのため、プラ
イマリ WAAS Central Manager からのバックアップ ファイルを使用して、スタンバイ WAAS
Central Manager を復元することはできません。
WAAS Central Manager 用の CMS データベースをバックアップするには、cms database backup
EXEC コマンドを使用します。データベースのバックアップ用に、バックアップ ファイルを保
存するリモート サーバの場所、パスワード、およびユーザ ID を指定します。設定情報のみ
バックアップするには、cms database backup config EXEC コマンドを使用します。
（注）

セキュア ストアがユーザパスフレーズ モードだったときにバックアップをすでに実行してお
り、それをセキュア ストアが自動パスフレーズ モードになっているシステムに復元する場合
は、復元を続行するためにユーザ パスフレーズを入力する必要があります。復元後、システム
はユーザパスフレーズ モードになります。セキュア ストアが自動パスフレーズ モードだった
ときにすでにバックアップを実行し、それをセキュア ストアがユーザパスフレーズ モードに
なっているシステムに復元する場合、パスワードを入力する必要はありません。復元後、シス
テムは自動パスフレーズ モードになります。
CMS データベースをバックアップし、復元するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1

次の例に示すように、WAAS Central Manager GUI デバイスで、cms database backup コマンド
を使用して、CMS データベースをファイルにバックアップします。
CM# cms database backup
Creating database backup file backup/cms-db-11-05-2010-15-22_4.3.1.0.1.dump
Backup file backup/cms-db-11-05-2010-15-22_4.3.1.0.1 is ready.
Please use `copy' commands to move the backup file to a remote host.
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（注）

ステップ 2

バックアップ ファイルには、cms-db-date-timestamp_version.dump の形式で自動的に名
前が付けられます（例：cms-db-7-22-2010-17-36_4.3.1.0.1.dump）。なお、タイムスタン
プは、24 時間形式（HH:MM）で秒は表示されません。これは /local1/backup に保存さ
れます。

copy disk ftp コマンドを使用して、ファイルをリモート サーバに保存します。このコマンド
は、ローカル ディスクからリモート FTP サーバにファイルをコピーします。
CM# cd /local1/backup
CM# copy disk ftp 10.86.32.82 /incoming cms-db-7-22-2008-17-36_4.1.3.0.1.dump
cms-db-7-22-2008-17-36_4.1.3.0.1.dump
Enter username for remote ftp server:ftp
Enter password for remote ftp server:*******
Initiating FTP upload...
Sending:USER ftp
10.86.32.82 FTP server (Version wu-2.6.1-18) ready.
Password required for ftp.
Sending:PASS *******
User ftp logged in.
Sending:TYPE I
Type set to I.
Sending:PASV
Entering Passive Mode (10,86,32,82,112,221)
Sending:CWD /incoming
CWD command successful.
Sending PASV
Entering Passive Mode (10,86,32,82,203,135)
Sending:STOR cms-db-7-22-2008-17-36_4.1.3.0.1.dump
Opening BINARY mode data connection for cms-db-7-22-2008-17-36_4.1.3.0.1.dump.
Transfer complete.
Sent 18155 bytes

ステップ 3

次のように CMS データベースを復元します。
a.

CMS サービスを無効にします。
CM# configure
CM(config)# no cms enable
CM(config)# exit

（注）

b.

CMS サービスを停止すると、WAAS Central Manager GUI が無効になります。CMS
サービスが無効になると、現在この GUI にログインしているすべてのユーザが自動
的にログアウトされます。

既存の CMS データベースを削除します。
CM# cms database delete

c.

CMS データベースを初期化します。
CM# cms database create

d.

バックアップ ファイルから、CMS データベースの内容を復元します。
CM# cms database restore backup/cms-db-7-22-2008-17-36_4.1.3.0.1.dump
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（注）

復元後、バックアップの作成以降に Central Manager に登録された WAE は、Central
Manager から切断されます。バックアップ ファイルには、これらの WAE に関する
情報がないからです。これらの WAE をオンラインにするには、Central Manager で
これらの WAE の登録を取り消してから、再び登録します。切断された各 WAE で、
次のコマンドを使用します。
WAE# cms deregister force
WAE# configure
WAE(config)# cms enable

e.

Central Manager で CMS サービスを有効にします。
CM# configure
CM(config)# cms enable

（注）

Central Manager をより新しいモデルにアップグレードする場合、以前の Central Manager のデー
タベースをバックアップして、それを新しいデバイスに復元すると、後でそれが WAE として
使用されないようにすることができます。詳細については、「Central Manager の新規ハード
ウェアへのアップグレードおよび既存の Central Manager の WAE への変換」セクション
（14-9 ページ）を参照してください。

WAE デバイスのバックアップと復元
システム障害の発生に備えて、各 WAAS デバイスのデータベースを定期的にバックアップして
ください。

（注）

この項で説明するバックアップと復元方式は、WAAS Central Manager として設定されていない
WAE デバイスだけに適用されます。WAAS Central Manager デバイスをバックアップする方法
については、WAAS Central Manager データベースのバックアップと復元を参照してください。
次のいずれかの方法を使用して、個々の WAE デバイスのデータベースをバックアップし、復
元できます。
•

CLI：copy running-config コマンドを使用して、デバイスの設定をバックアップし、復元で
きます。このコマンドは、現在実行されているコンフィギュレーションを保存します。

さらに、任意の時点に、ディスクとフラッシュ メモリからユーザ データを削除し、アプライ
アンスにキャッシュされているすべての既存ファイルを削除して、WAE を出荷時のデフォル
ト設定に復元できます。ネットワーク設定値などの基本構成情報は維持できます。リブート後
には、Telnet およびセキュア シェル（SSH）を介してアプライアンスにアクセスできます。

（注）

ソフトウェア アップグレードが適用されている場合、復元プロセスは、工場出荷時のデフォル
ト設定ではなく、現在インストールされているバージョンのデフォルト設定へ戻します。
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CLI から WAE を工場出荷時のデフォルト設定または現在の設定のデフォルトに戻すには、
restore factory-default [preserve basic-config] EXEC コマンドを使用します。
CLI コマンドの詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command Reference
Guide』を参照してください。

システム ソフトウェアの再インストール
ここでは、インストールされているソフトウェアに障害が発生した場合に、ソフトウェア リカ
バリ ファイルを使用して、システム ソフトウェアを再インストールする手順について説明し
ます。ソフトウェア リカバリ CD-ROM は、WAE および WAVE ハードウェア デバイスに同梱
されています。ある WAVE デバイスはリカバリ用に USB フラッシュ ドライブを使用します。

注意

ソフトウェア リカバリ CD-ROM またはイメージ ファイルを受け取ったあとでソフトウェアを
アップグレードした場合は、リカバリ ソフトウェア イメージを使用すると、システムがダウ
ングレードされる場合があります。必要なソフトウェア リカバリ バージョンを使用している
ことを確認してください。
WAAS ソフトウェアには、3 つの基本コンポーネントがあります。
•

ディスクに基づくソフトウェア

•

フラッシュに基づくソフトウェア

•

ハードウェア プラットフォーム クッキー（フラッシュ メモリに保存）

WAAS ソフトウェアが正しく動作するには、このすべてのコンポーネントが正しくインストー
ルされている必要があります。
ソフトウェアは、シスコが提供する 2 種類のソフトウェア イメージに含まれています。
•

ディスクおよびフラッシュ メモリ コンポーネントを含む .bin イメージ（Universal バージョ
ンの WAAS ソフトウェア）

•

フラッシュ メモリ コンポーネントのみを含む .sysimg イメージ
対応するディスクに基づくソフトウェアがない、WAAS フラッシュ メモリに基づくソフト
ウェアだけを含むインストールは、限られたモードで起動し、動作するため、完全なイン
ストールを完了する前にさらにディスクを設定できます。
復旧用の .sysimg コンポーネントが提供されているため、ディスクの内容を変更しないでフ
ラッシュ メモリだけを修復できます。

（注）

使用されるシステム イメージは、デバイスによって異なります。すべての WAVE デバ
イス（64 ビット プラットフォーム）では、64 ビット システム イメージ（名前に
「x86_64」が付く）が使用されます。他のすべてのデバイスでは、この指定子が名前に
付かない 32 ビット システム イメージが使用されます。
ネットワーク プロセッシング エンジン（NPE）イメージは、ディスクの暗号化が許可
されていない国での使用のために、ディスクの暗号化機能を無効にして提供されます。

システム リカバリに USB フラッシュ ドライブが必要な WAVE アプライアンスがある場合は、
USB フラッシュ ドライブに、必要なソフトウェア イメージの両方が、フラッシュ ドライブに
コピーした ISO アーカイブ ファイルの形式で含まれている必要があります。
（USB フラッシュ
ドライブの準備 を参照）。
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これらのオプションは、ソフトウェア リカバリのインストーラ メニューで使用できます。
•

オプション 1：[Configure Network]：.bin イメージが CD-ROM または USB フラッシュ ドラ
イブでなく、ネットワークに存在する場合（古い CD-ROM または USB イメージを使用し
て新しいソフトウェアをインストールする場合など）は、このオプションを選択して .bin
イメージをインストールする前にネットワークを設定する必要があります。
このオプションは、ネットワークから .sysimg ファイルをインストールする場合、自動的に
実行されます。

•

オプション 2：[Manufacture Flash]：このオプションは、フラッシュ メモリを検査し、有効
でない場合、シスコの標準レイアウトになるように自動的にフラッシュ メモリを再フォー
マットします。再フォーマットが必要な場合、新しいクッキーが自動的にインストールさ
れます。
このオプションは、.bin または .sysimg のインストールの一環として自動的に実行されます。

•

オプション 3：[Install Flash Cookie]：このオプションは、ハードウェア プラットフォーム
固有のクッキーを生成し、フラッシュ メモリにインストールします。このオプションを使
用する必要があるのは、マザーボードの交換やシステム間のフラッシュ メモリ カードの移
動のような、ハードウェア コンポーネントに変更があった場合のみです。
このオプションは、必要な場合、フラッシュ製造工程で .bin または .sysimg のインストール
の一環として自動的に実行されます。

•

オプション 4：[Install Flash Image from Network] とオプション 5：[Install Flash Image from
USB/CD-ROM：これらのオプションは、フラッシュ メモリ .sysimg のみのインストールを
許可し、ディスクの内容は変更されません。新しいシャーシにお客様の古いディスクを搭
載するときなどに使用できます。
これらのオプションは、自動的にフラッシュ検査を実行し、必要な場合はハードウェア
クッキーをインストールします。ネットワークからインストールするときは、まだ実行し
ていない場合にネットワークを設定するためのプロンプトが表示されます。

•

オプション 6：[Install Flash Image from Disk]：このオプションは、将来の拡張用の予備で、
使用できません。

•

オプション 7：[Re-create RAID device]：このオプションは WAVE-7541、WAVE-7571、およ
び WAVE-8541 デバイスに限り表示され、RAID アレイを再作成します。

•

オプション 8：[Wipe Out Disks and Install .bin Image]：このオプションは、WAAS ソフト
ウェアをインストールするために望ましい手順を提供します。

注意

オプション 8 は、デバイス内のすべてのディスク ドライブから内容を消去します。

このオプションは、次の手順を実行します。
a. フラッシュ メモリのフォーマットが、シスコ仕様に適合していることを確認します。

フォーマットされている場合、システムは手順 b に進みます。フォーマットされてな
い場合、システムは、フラッシュ メモリを再フォーマットして Cisco ファイル システ
ムをインストールし、ハードウェア プラットフォーム固有のクッキーを生成しインス
トールします。
b. すべてのドライブからデータを消去します。
c. ディスクにデフォルトの Cisco ファイル システム レイアウトを再作成します。
d. .bin イメージからフラッシュ メモリ コンポーネントをインストールします。
e. .bin イメージからディスク コンポーネントをインストールします。
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（注）

•

オプション 8 を使用して、システムがリブートしてトラフィックの最適化が開始され
た場合、DRE キャッシュ空間が事前配置されるため、show disks details コマンドで、
/dre1 パーティションの使用率が 98% 以上と示されることがあります。実際の DRE
キャッシュの使用状況を表示するには、show statistics dre コマンドを使用します。

オプション 9：[Exit (reboot)]：このオプションは、CD-ROM（ある場合）を取り出し、デ
バイスをリブートします。ソフトウェアのインストールに USB フラッシュ ドライブを使用
している場合、リブートする前にデバイスから取り外します。

ここでは、WAAS システム ソフトウェアを再インストールする方法について説明します。
•

USB フラッシュ ドライブの準備：システム ソフトウェアのインストールに、CD の代わり
に USB フラッシュ ドライブを要求する WAVE アプライアンスがある場合は、この項を参
照してください。

•

システム ソフトウェアの再インストール：CD または USB フラッシュ ドライブからシステ
ム ソフトウェアを再インストールする方法について説明します。

•

RAID ペアの正常な再ビルドの確認：RAID ディスクが正常に再構築されたことを確認する
方法について説明します。

USB フラッシュ ドライブの準備
システム リカバリに USB フラッシュ ドライブが必要な WAVE アプライアンスがある場合は、
システム リカバリ プロセスを開始する前に、適切なファイルのある USB フラッシュ ドライブ
を準備する必要があります。次のものが必要です。
•

Windows PC（Windows XP または 7）あるいは Mac コンピュータ

•

1 GB 以上のサイズの USB フラッシュ ドライブ

•

次のソフトウェア リカバリ ファイル：
– WAAS Rescue CD ISO イメージ ファイル。これは Cisco.com の WAAS Software

Download 領域から入手できます。ファイル名は waas-rescue-cdrom-x.x.x.x-k9.iso のよう
になっています。x は、ソフトウェア バージョン番号を表します。あるいは、WAAS
リリース DVD にある ISO イメージ ファイルを利用するか、WAAS リカバリ CD から
ISO イメージ ファイルを作成できます。
– syslinux.cfg ファイル。これも Cisco.com の WAAS Software Download 領域から入手で

き、また WAAS リリース DVD にあります。
– Unetbootin Sourceforge Web サイトにある Windows または MAC 版の Unetbootin ユー

ティリティ。
Windows または MAC コンピュータで USB フラッシュ ドライブを準備するには、次の手順に
従ってください。
ステップ 1

保存されているディレクトリに注意しながら、ソフトウェア リカバリ ファイルをコンピュー
タに転送します。

ステップ 2

USB フラッシュ ドライブをコンピュータの USB ポートに接続します。

ステップ 3

[My Computer]（Windows）または [Disk Utility]（MAC）を開きます。

ステップ 4

USB フラッシュ ドライブをフォーマットします。
•

Windows の場合、[Removable Disk]（ドライブ文字はシステムによって異なります）を右ク
リックし、[Format] を選択します。

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

14-16

第 14 章

WAAS システムの保守
WAAS システムのバックアップと復元

– フォーマット ツールで、[File System] ドロップダウンリストから [FAT32] を選択します。
– [Format Options] セクションで、[Quick Format] チェックボックスにチェック マークを
付けて、[Start] をクリックします。
– 警告メッセージには [OK] をクリックします。
– フォーマッティングの完了後にフォーマッティング ツールを閉じます。
•

MAC の場合、ウィンドウの左側の USB ドライブを選択し、[Erase] タブを使用して、
MS-DOS（FAT）を使用するようにフォーマットします。

ステップ 5

Unetbootin ユーティリティを起動します。

ステップ 6

[Diskimage] オプションを選択し、対応する参照ボタン（[...]）をクリックして、
waas-rescue-cdrom-x.x.x.x-k9.iso イメージ ファイルを選択します。

ステップ 7

[USB Drive] が [Type] ドロップダウン リストで選択されていること、および正しいドライブ文
字が [Drive] に選択されていることを確認します。

ステップ 8

[OK] をクリックして、ブート可能イメージを USB フラッシュ ドライブにインストールしま
す。インストールが完了したら、[Exit] をクリックします。

ステップ 9

syslinux.cfg ファイルを USB フラッシュ ドライブにドラッグし、[Yes] をクリックして交換を確
認します。このファイルは、USB フラッシュ ドライブ上の既存のファイルを、WAAS システ
ム用にカスタマイズしたファイルで置き換えます。

ステップ 10 USB フラッシュ ドライブをコンピュータから取り外します。

準備した USB フラッシュ ドライブからシステム ソフトウェアの再インストールを続行するに
は、システム ソフトウェアの再インストールの手順に従ってください。

システム ソフトウェアの再インストール
ソフトウェア リカバリ CD-ROM または USB フラッシュ ドライブを使用して WAE アプライア
ンスにシステム ソフトウェアを再インストールするには、次の手順に従います。
ステップ 1

WAAS アプライアンスにシリアル コンソールを接続し、コンソールを次の手順に使用します。

ステップ 2

WAE デバイスの CD ドライブにソフトウェア リカバリ CD-ROM を挿入するか、リカバリに
USB フラッシュ ドライブを使用しているデバイスの場合は、ソフトウェア リカバリ ファイル
を含むブート可能な USB フラッシュ ドライブをデバイスの USB ポートに挿入します（USB フ
ラッシュ ドライブの準備を参照してください）。WAVE-294/594/694/7541/7571/8541 デバイスに
は CD ドライブがなく、ソフトウェア リカバリに USB フラッシュ ドライブを使用します。

ステップ 3

WAE をリブートします。起動プロセス中に、ブートローダは 30 秒間一時停止するので、
vWAAS を使用する場合は VGA コンソールを選択する必要があります。次のような出力が表示
されます。
Type "serial" for WAE/WAVE appliance.
Type "vga" for vWAAS.
boot:

vga コマンドをプロンプトに入力して、vWAAS で VGA コンソールの起動プロセスを続行しま
す。入力しないで 30 秒経過すると、起動プロセスは WAAS アプライアンスの標準シリアル コ
ンソールで続行します。
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WAE の起動後に、次のように表示されます。
Installer Main Menu:
1.Configure Network
2.Manufacture flash
3.Install flash cookie
4.Install flash image from network
5.Install flash image from usb/cdrom
6.Install flash image from disk
7.Recreate RAID device (WAE-7541/7571/8541 only)
8.Wipe out disks and install .bin image
9.Exit (reboot)
Choice [0]:

（注）

ステップ 4

インストーラ メイン メニューのオプション番号は、インストールする WAAS ソフト
ウェア リリースによって異なる場合があります。

オプション 2 [Manufacture flash] を選び、フラッシュ メモリを準備します。
この手順では、デバイスのクッキーを準備し、WAAS ソフトウェアにより使用されていたネット
ワーク設定も取得します。このネットワーク設定はフラッシュ メモリに保存され、WAAS ソフト
ウェアがインストール後に起動するときに、ネットワークを設定するために使用されます。

ステップ 5

オプション 3 [Install flash cookie] を選び、前の手順で準備したフラッシュ クッキーをインス
トールします。

ステップ 6

オプション 5 [Install flash image from usb/cdrom] を選び、CD-ROM または USB フラッシュ ドラ
イブからフラッシュ イメージをインストールします。

ステップ 7 （任意）WAVE-7541、WAVE-7571、または WAVE-8541 デバイスで動作している場合、オプショ

ン 7 を選択して RAID アレイを再作成します。
ステップ 8

オプション 8 [Wipe out disks and install .bin image] を選び、ディスクをワイプして、バイナリ イ
メージをインストールします。
この手順では、ディスクを消去することによりディスクを準備します。WAAS ソフトウェア イ
メージがインストールされます。

ステップ 9

ソフトウェアのインストールに USB フラッシュ ドライブを使用している場合、デバイスから
取り外します。

ステップ 10 オプション 9 [Exit (reboot)] を選び、WAE をリブートします。

WAE のリブート後、新しくインストールした WAAS ソフトウェアが動作します。WAE には最
小限のネットワーク設定があり、さらに設定するために、端末コンソール経由で WAE にアク
セスできます。

Cisco アクセス ルータにインストールされた NME-WAE ネットワーク モジュールにシステム ソ
フトウェアを再インストールするには、次の手順に従います。
ステップ 1

NME-WAE モジュールがインストールされた Cisco ルータにログインし、NME-WAE モジュー
ルをリロードします。
router-2851> enable
router-2851# service-module integrated-Service-Engine 1/0 reload

ステップ 2

すぐにモジュールのセッションを開きます。
router-2851# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session
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ステップ 3

モジュールのロード中、起動フェーズ 3 では次のオプションが表示されます。指示に従って、
*** を入力します。
[BOOT-PHASE3]: enter `***' for rescue image: ***

ステップ 4

[Rescue Image] ダイアログが表示されます。次の例は、[Rescue Image] ダイアログボックスの使
用方法を示しています（ユーザ入力は太字フォントで表記されています）。
This is the rescue image.The purpose of this software is to let
you install a new system image onto your system's boot flash
device.This software has been invoked either manually
(if you entered `***' to the bootloader prompt) or has been
invoked by the bootloader if it discovered that your system image
in flash had been corrupted.
To download an image from network, this software will request
the following information from you:
- which network interface to use
- IP address and netmask for the selected interface
- default gateway IP address
- FTP server IP address
- username and password on FTP server
- path to system image on server
Please enter an interface from the following list:
0: GigabitEthernet 1/0
1: GigabitEthernet 2/0
enter choice: 0
Using interface GigabitEthernet 1/0
Please enter the local IP address to use for this interface:
[Enter IP Address]: 10.1.13.2
Please enter the netmask for this interface:
[Enter Netmask]: 255.255.255.240
Please enter the IP address for the default gateway:
[Enter Gateway IP Address]: 10.1.13.1
Please enter the IP address for the FTP server where you wish
to obtain the new system image:
[Enter Server IP Address]: 10.107.193.240
Please enter your username on the FTP server (or 'anonymous'):
[Enter Username on server (e.g. anonymous)]: username
Please enter the password for username 'username' on FTP server:
Please enter the directory containing the image file on the FTP server:
[Enter Directory on server (e.g. /)]: /
Please enter the file name of the system image file on the FTP server:
[Enter Filename on server]: WAAS-5.1.1.10-K9.sysimg

Here is the configuration you have entered:
Current config:
IP Address:
Netmask:
Gateway Address:
Server Address:
Username:
Password:

10.1.13.2
255.255.255.240
10.1.13.1
10.107.193.240
username
*********
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Image directory: /
Image filename: WAAS-5.1.1.10-K9.sysimg
Attempting download...
Downloaded 15821824 byte image file
A new system image has been downloaded.
You should write it to flash at this time.
Please enter 'yes' below to indicate that this is what you want to do:
[Enter confirmation ('yes' or 'no')]: yes
Ok, writing new image to flash
.................................................................................. done.
Finished writing image to flash.
Enter 'reboot' to reboot, or 'again' to download and install a new image:
[Enter reboot confirmation ('reboot' or 'again')]: reboot
Restarting system.

ステップ 5

モジュールのリブート後、HTTP サーバから .bin イメージをインストールします。
NM-WAE-1# copy http install 10.77.156.3 /waas WAAS-5.1.1.10-k9.bin

ステップ 6

モジュールをリロードします。
NM-WAE-1# reload

モジュールのリブート後、新しくインストールした WAAS ソフトウェアが動作します。

RAID ペアの正常な再ビルドの確認
注意

WAE デバイスをリブートする前に、すべての RAID ペアが再ビルドされたことを確認する必要
があります。デバイスの再ビルド中にリブートすると、ファイル システムが損傷するおそれが
あります。
restore factory-default コマンドを使用するか、ハード ディスク ドライブを交換または追加す
るか、ディスク パーティションを削除するか、あるいはブートしたリカバリ CD-ROM または
USB フラッシュ ドライブから WAAS を再インストールするかのいずれかを行ったあとで、次
のリブート時に RAID ペアが再ビルドされます。
ドライブのステータスを表示して、RAID ペアが「NORMAL OPERATION」または
「REBUILDING」ステータスであるかどうかをチェックするには、show disk details EXEC コマン
ドを使用します。RAID が再ビルド中であることが表示された場合は、その再ビルド プロセスが
完了するまで待つ必要があります。この再ビルド プロセスには数時間かかることがあります。
デバイスのリブート前に RAID ペアの再ビルド プロセスの完了を待たないと、問題を示す次の
現象が発生することがあります。
•

Central Manager GUI でデバイスがオフラインになっている。

•

CMS をロードできない。

•

ファイル システムが読み取り専用であるというエラー メッセージが表示される。

syslog には次のようなエラーが表示されます。
—Aborting journal on device md2
—Journal commit I/O error
—Journal has aborted
—ext3_readdir: bad entry in directory
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•

ディスク操作または操作不能に関連するその他の異常な動作が表示される。

このような現象のいずれかが発生した場合、WAE デバイスをリブートし、RAID の再ビルドが
完了するまで待ちます。

システム ソフトウェアの復旧
WAAS デバイスには、フラッシュ メモリ内のイメージが壊れた場合に呼び出される復旧用システ
ム イメージが常駐しています。システム イメージをフラッシュ メモリに書き込む際に停電が発
生するとシステム イメージが壊れる場合があります。回復用イメージは、デバイスのメイン メ
モリへシステム イメージをダウンロードし、フラッシュ メモリに書き込むことができます。

（注）

使用されるシステム イメージは、デバイスによって異なります。すべての WAVE およ
び WAE デバイス（64 ビット プラットフォーム）では、64 ビット システム イメージ
（名前に「x86_64」が付く）が使用されます。他のすべてのデバイスでは、この指定子
が名前に付かない 32 ビット システム イメージが使用されます。
NPE イメージは、ディスクの暗号化が許可されていない国での使用のために、ディス
クの暗号化機能を無効にして提供されます。

回復用イメージを使用して新しいシステム イメージをインストールするには、次の手順に従っ
てください。
ステップ 1

FTP サーバを実行しているホストへシステム イメージ ファイル（*.sysimg）をダウンロードし
ます。

ステップ 2

WAAS デバイスとのコンソール接続を確立し、ターミナル セッションを開きます。

ステップ 3

電源スイッチを切り替えて、デバイスをリブートします。
数秒後に、ブートローダは一時停止し、WAAS をブートするには 1 を、回復用イメージをブー
トするには r を、リブートするには x を、またはローダ プロンプトにエスケープするには 9 を
入力するよう求められます。通常のブート プロセスが継続するまで、10 秒かかります。

ステップ 4

r を入力して回復用イメージをブートします。
[Rescue Image] ダイアログボックスが表示されますが、出荷時の WAAS デバイスがバージョン
4.x または 5.x のいずれかによって異なります。ステップ 5 では、出荷時のバージョン 5.x のデ
バイスの回復用イメージについて説明します。ステップ 6 では、出荷時のバージョン 4.x のデ
バイスの回復用イメージについて説明します。

ステップ 5

出荷時バージョンが 5.x のデバイスで次の出力が表示された場合は、次の例に示すように、ロ
グインして copy install コマンドを使用し、WAAS システム ソフトウェア イメージ（.bin ファ
イル）をインストールします（ユーザ入力は太字フォントで表記されています）。
The device is running WAAS rescue image.WAAS functionality is unavailable
in a rescue image.If the rescue image was loaded by accident, please reload
the device.If the rescue image was loaded intentionally to reinstall WAAS software
please use the following command:
copy [ftp|http|usb] install ...

SW up-to-date
...
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Cisco Wide Area Virtualization Engine Console
Username: admin
Password:
System Initialization Finished.
WAVE# copy ftp install 172.16.10.10 / waas-universal-5.1.1.12-k9.bin
...
Installing system image to flash...Creating backup of database content before database
upgrade.
The new software will run after you reload.
WAVE# reload
Proceed with reload?[confirm]yes
Shutting down all services, will timeout in 15 minutes.
reload in progress ..Restarting system.

ステップ 6

出荷時バージョンが 4.x のデバイスで次の出力が表示された場合は、次の例に示すように、ロ
グインして WAAS システム イメージ（.sysimg ファイル）をインストールします（ユーザ入力
は太字フォントで表記されています）。
This is the rescue image.The purpose of this software is to let
you download and install a new system image onto your system's
boot flash device.This software has been invoked either manually
(if you entered `***' to the bootloader prompt) or has been
invoked by the bootloader if it discovered that your system image
in flash had been corrupted.
To download an image, this software will request the following
information from you:
- which network interface to use
- IP address and netmask for the selected interface
- default gateway IP address
- server IP address
- which protocol to use to connect to server
- username/password (if applicable)
- path to system image on server
Please enter an interface from the following list:
0: GigabitEthernet 0/0
1: GigabitEthernet 0/1
enter choice: 0
Using interface GigabitEthernet 0/0
Please enter the local IP address to use for this interface:
[Enter IP Address]: 172.16.22.22
Please enter the netmask for this interface:
[Enter Netmask]: 255.255.255.224
Please enter the IP address for the default gateway:
[Enter Gateway IP Address]: 172.16.22.1
Please enter the IP address for the FTP server where you wish
to obtain the new system image:
[Enter Server IP Address]: 172.16.10.10
Please enter your username on the FTP server (or 'anonymous'):
[Enter Username on server (e.g. anonymous)]: anonymous
Please enter the password for username 'anonymous' on FTP server:
Please enter the directory containing the image file on the FTP server:
[Enter Directory on server (e.g. /)]: /
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Please enter the file name of the system image file on the FTP server:
[Enter Filename on server (e.g. WAAS-x86_64-4.x.x-K9.sysimg)]:
waas-x86_64-5.1.1.12-k9.sysimg
Here is the configuration you have entered:
Current config:
IP Address: 172.16.22.22
Netmask: 255.255.255.224
Gateway Address: 172.16.22.1
Server Address: 172.16.10.10
Username: anonymous
Password:
Image directory: /
Image filename: waas-x86_64-5.1.1.12-k9.sysimg
Attempting download...
Downloaded 31899648 byte image file
A new system image has been downloaded.
You should write it to flash at this time.
Please enter 'yes' below to indicate that this is what you want to do:
[Enter confirmation ('yes' or 'no')]: yes
Ok, writing new image to flash
Finished writing image to flash.
Enter 'reboot' to reboot, or 'again' to download and install a new image:
[Enter reboot confirmation ('reboot' or 'again')]: reboot
Restarting system.
Booting system, please wait.........

ステップ 7

ユーザ名 admin としてデバイスにログインします。show version コマンドを入力して、正しい
バージョンが動作していることを確認します。
Username: admin
Password:
Console# show version
Cisco Wide Area Application Services Software (WAAS)
Copyright (c) 1999-2012 by Cisco Systems, Inc.
Cisco Wide Area Application Services (universal-k9) Software Release 5.1.1 (buil
d b12 Nov 12 2012)
Version: oe294-5.1.1.12
Compiled 12:23:45 Nov 12 2012 by damaster
Device Id: 50:3d:e5:9c:8f:a5
System was restarted on Mon Nov 12 16:35:50 2012.
System restart reason: called via cli.
The system has been up for 8 hours, 10 minutes, 19 seconds.

紛失した管理者パスワードの復旧
管理者パスワードを忘れたり、紛失したり、設定が間違っている場合は、デバイス上のパス
ワードをリセットする必要があります。

（注）

失われた管理者パスワードは復元できません。この手順の説明に従って、パスワードをリセッ
トする必要があります。
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パスワードをリセットするには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

デバイスとのコンソール接続を確立し、ターミナル セッションを開きます。

ステップ 2

デバイスをリブートします。
デバイスのリブート中に、次のプロンプトが表示されたら Enter を押します。
Cisco WAAS boot:hit RETURN to set boot flags:0009

ステップ 3

起動フラグを入力するプロンプトが表示されたら、0x8000 を入力します。
Available boot flags (enter the sum of the desired flags):
0x4000 - bypass nvram config
0x8000 - disable login security
[CE boot - enter bootflags]:0x8000
You have entered boot flags = 0x8000
Boot with these flags? [yes]:yes
[Display output omitted]
Setting the configuration flags to 0x8000 lets you into the system, bypassing all
security.Setting the configuration flags field to 0x4000 lets you bypass the NVRAM
configuration.

ステップ 4

デバイスが起動手順を完了すると、CLI にアクセスするためのユーザ名を入力するプロンプト
が表示されます。デフォルトの管理者ユーザ名（admin）を入力します。
Cisco WAE Console
Username: admin

ステップ 5

CLI プロンプトが表示されたら、グローバル コンフィギュレーション モードで username
passwd コマンドを使用して、ユーザ用のパスワードを設定します。
WAE# configure
WAE(config)# username admin passwd

このコマンドは、対話型のパスワード コンフィギュレーションを起動します。CLI プロンプト
に従います。
ステップ 6

設定の変更を保存します。
WAE(config)# exit
WAE# write memory

ステップ 7 （任意）デバイスをリブートします。
WAE# reload

リブートはオプションです。ただし、起動フラグがリセットされ、以後のコンソール管理者ロ
グインがパスワード検査を迂回しないことを確認する場合はリブートします。

（注）

WAAS ソフトウェアでは、リブートするたびに起動フラグが 0x0 にリセットされます。
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ディスクに基づくソフトウェアの欠落からの復旧
この項では、次のタイプのディスク ドライブの問題から復元する方法について説明します。
•

WAAS デバイスが、ディスク障害時に交換する必要がある 1 台のディスク ドライブを搭載
している。

•

WAAS デバイスが 2 台のディスク ドライブを搭載し、両方ドライブ（diks00 および disk01）
で意図的にディスク パーティションを削除した。
通常、2 つ以上のディスク ドライブを搭載したシステムは、クリティカルなシステム パー
ティションで RAID-1 により自動的に保護されます。そのため、マルチドライブ システム
のディスク ドライブを交換する際には、この項の手順を実行する必要はありません。

この条件から復旧するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

次の手順を完了して、デバイスを非アクティブにします。
a.

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name] に進みます。

b.

[device-name] > [Activation] を選択します。[Device Activation] ウィンドウが表示されます。

c.

[Activate] チェックボックスの選択を解除し、[Submit] をクリックします。
デバイスが非アクティブになります。

ステップ 2

デバイスの電源を切り、故障したハード ドライブを交換します。

ステップ 3

デバイスの電源を入れます。
WAAS ソフトウェアをインストールします。これらのコマンドの詳細については、
『Cisco Wide
Area Application Services Quick Configuration Guide』を参照してください。

ステップ 4

CMS ID 復旧手順を使用して、デバイス CMS ID を復旧し、このデバイスを WAAS Central
Manager 上の既存のデバイス レコードに関連付けます。詳細については、WAAS デバイス登録
情報の復旧を参照してください。

WAAS デバイス登録情報の復旧
デバイス登録情報は、デバイスと WAAS Central Manager の両方に保存されます。ハードウェア
障害のためにデバイスの登録 ID が失われたり、デバイスを交換する必要がある場合、WAAS
ネットワーク管理者は、CLI コマンドを発行して失った情報を復旧し、新しいデバイスを追加
するときは、故障したデバイスの ID を仮定できます。
失った登録情報を復旧する、または同じ登録情報を持つ新しいデバイスで故障したデバイスを
交換するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

次の手順を完了して、故障したデバイスに「Inactive」および「Replaceable」というマークを付
けます。
a.

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

b.

[device-name] > [Activation] を選択します。

c.

[Activate] チェックボックスの選択を解除します。ウィンドウが更新され、デバイスに交換
可能マークを付けるためのチェックボックスが表示されます。

d.

[Replaceable] チェックボックスを選択し、[Submit] をクリックします。
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（注）
ステップ 2

このチェックボックスは、デバイスが非アクティブであるときだけ、GUI に表示されます。

故障したデバイスが別のデバイスで非最適化ピアとして設定されている場合は、他のデバイス
上でピア設定を無効にします。
故障したデバイスが非最適化ピアである場合、デバイスが非最適化ピアであることを示すメッ
セージが表示されます。デバイスを交換すると、そのデバイス ID が変わるため、非最適化ピ
ア コンフィギュレーションを更新する必要があります。

ステップ 3

a.

WAAS Central Manager メニューから、[Configure] > [Global] > [Peer Settings] を選択します。
すべてのデバイスの [Peer Settings] ウィンドウが表示されます。

b.

メッセージで特定された非最適化ピア デバイス（そのピアが不明であるため赤で表示され
ます）の横にある [Edit] アイコンをクリックします。そのデバイスの [Peer Settings] ウィン
ドウが表示されます。

c.

タスクバーの [Remove Device Settings] アイコンをクリックします。

d.

[Submit] をクリックします。

次のように、システム デバイス復旧キーを設定します。
a.

WAAS Central Manager メニューから、[Configure] > [Global] > [System Properties] を選択し
ます。

b.

System.device.recovery.key プロパティの横にある [Edit] アイコンをクリックします。
[Modifying Config Property] ウィンドウが表示されます。

c.

[Value] フィールドにパスワードを入力し、[Submit] をクリックします。デフォルトのパス
ワードは、default です。

ステップ 4

新しいデバイス用の基本的なネットワーク設定を構成します。

ステップ 5

デバイス CLI との Telnet セッションを開き、cms recover identity keyword EXEC コマンドを入
力します。keyword は、WAAS Central Manager GUI で設定したデバイス復旧キーです。
WAAS Central Manager は、WAAS デバイスから復旧要求を受信すると、次の基準に適合するデ
バイス レコードをデータベースで検索します。
•

レコードが非アクティブかつ交換可能である。

•

レコードが復旧要求に指定されたホスト名またはプライマリ IP アドレスを持っている。

復旧要求とデバイス レコードが一致する場合、WAAS Central Manager は、既存のレコードを更
新し、要求するデバイスへ登録応答を送信します。他のデバイスが同じ ID を仮定することが
ないように、交換可能状態がクリアされます。WAAS デバイスは、復旧された登録情報を受信
すると、登録情報をファイルに書き込み、そのデータベース表を初期化し、起動します。
ステップ 6

次のコマンドを入力してデバイスで CMS サービスを有効にします。
WAE# config
WAE(config)# cms enable
WAE(config)# exit

ステップ 7

デバイスをアクティブにします。
a.

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

b.

[Device Name] > [Activation] を選択します。WAAS デバイスのステータスがオンラインにな
ります。

c.

[Activate] チェックボックスを選択し、[Submit] をクリックします。
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ステップ 8 （任意）デバイスが別のデバイスで非最適化ピアとして設定されている場合は、デバイス ピア

設定を再構成します（第 5 章「トラフィック代行受信の設定」のインライン WAE のクラスタ
リングに関する情報を参照してください）。
ステップ 9

copy running-config startup-config EXEC コマンドを入力して、デバイス コンフィギュレー
ション設定を保存します。

RAID 1 システムのディスク保守の実行
WAAS は、障害の発生したディスクの交換およびスケジュール設定されたディスクの保守のい
ずれに対しても、ホットスワップ機能をサポートします。ディスクに障害が発生すると、
WAAS は自動的にディスクの障害を検出し、ディスクは不良としてマークが付けられ、RAID 1
ボリュームから削除されます。ディスク保守のスケジュールを設定するには、手動でディスク
をシャットダウンする必要があります。
ディスクを WAE から物理的に取り外す前に、ディスクのシャットダウンが完了するのを待つ
必要があります。RAID 削除プロセスが完了すると、WAAS はディスク障害アラームおよびト
ラップを生成します。さらに、syslog エラー メッセージが記録されます。

（注）

RAID アレイの再ビルド プロセス中に削除イベント（ディスク障害またはソフトウェアの
シャットダウンなど）が発生した場合、RAID 削除プロセスの完了に最長 1 分かかることがあ
ります。このプロセスの所要時間は、ディスクのサイズによって異なります。
RAID 再ビルド プロセス中に WAAS ソフトウェアにより障害発生ディスクが削除された場合、
RAID 再ビルドの障害アラームが生成されます。RAID 再ビルド プロセス中にディスクを管理
上のシャットダウンにする場合、RAID 再ビルドの中断アラームが生成されます。
交換ディスクを取り付けると、WAAS ソフトウェアは交換ディスクを検出し、ディスクの互換
性チェックを実行します。さらに、パーティションを作成してディスクを初期化し、そのディ
スクをソフトウェア RAID に追加して、RAID 再ビルド プロセスを開始します。
新しく挿入したディスクの ID が、同じ物理スロットでそれまでに不良のマークが付けられた
ディスクの ID と同じ場合、ディスクはマウントされず、交換後チェック、初期化、RAID の再
ビルドは行なわれません。
新しく取り付けたディスクは、以前のディスクとタイプおよび速度が同じで、次の互換性要件
を満たしている必要があります。
•

交換ディスクが RAID ペアの disk00、disk02、または disk04 用の場合、交換ディスクはア
レイで動作中のディスクと同じサイズである必要があります。

•

交換ディスクが RAID ペアの disk01、disk03、または disk05 用の場合、交換ディスクはア
レイで動作中のディスクと同じまたはそれ以上の RAID 容量である必要があります。

ホットスワップ プロセスの一部である互換性チェックでは、容量互換性がチェックされます。
互換性がないとアラームが生成され、ホットスワップ プロセスが中断されます。
ディスク保守を実行するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

ディスクを手動でシャットダウンします。
a.

グローバル コンフィギュレーション モードを開始してから、disk disk-name diskxx
shutdown コマンドを入力します。
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WAE# configure
WAE(config)# disk disk-name diskxx shutdown

b.

ディスクのシャットダウンが完了するのを待ってから、ディスクを WAE から物理的に取り
外します。RAID 削除プロセスが完了すると、WAAS はディスク障害アラームおよびト
ラップを生成します。さらに、syslog エラー メッセージが記録されます。

（注）

ディスクを取り外すためにシステムの電源を切る必要はないため、disk
error-handling reload オプションが有効になっている場合は無効にすることを推奨
します。

ステップ 2

交換ディスクを WAE のスロットに挿入します。交換ディスクの ID は、交換前のディスクとは
異なっている必要があります。

ステップ 3

no disk disk-name diskxx shutdown グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行して、
ディスクを再び有効にします。

RAID 5 システムのディスクの取り外しと交換
RAID 5 論理ドライブを使用するシステムの物理ディスク ドライブを取り外して交換するには、
次の手順に従ってください。
ステップ 1

WAE の WAAS CLI の EXEC モードで disk disk-name diskxx replace コマンドを入力します。

ステップ 2

EXEC モードで show disks details コマンドを入力して、ディスク ドライブ diskxx が Defunct 状
態になっていることを確認します。RAID 論理ドライブは、この時点で Critical 状態になってい
ます。

ステップ 3

ドライブのハンドルを開く位置（ドライブに対して垂直）に動かします。

ステップ 4

ホットスワップ ドライブ アセンブリをベイから引き出します。

ステップ 5

1 分間待ってから、交換ドライブ アセンブリをベイのガイド レールに合わせ、ドライブ アセン
ブリが止まるまでベイにスライドさせて、新しいドライブを同じスロットに挿入します。ドラ
イブがベイに正しく装着されていることを確認します。

ステップ 6

ドライブ ハンドルを閉じます。

ステップ 7

ハード ディスク ドライブのステータス LED をチェックして、ハード ディスク ドライブが正常
に動作していることを確認します。あるドライブに対応するオレンジのハード ディスク ドラ
イブのステータス LED が点灯している場合、そのドライブには障害が発生しているので、交
換する必要があります。グリーンのハード ディスク ドライブのアクティビティ LED が点滅し
ている場合は、そのドライブがアクセスされていることを示しています。

（注）

disk disk-name diskxx replace EXEC コマンドを使用してディスクがシャット ダウンされ、同じ
ディスクが取り出されて再挿入された場合、disk disk-name diskxx enable force EXEC コマンド
を使用してこのディスクを再度有効にできます。このプロセスは、ディスクが取り出されてお
らず、再び有効にする必要がある場合にも適用できます。このコマンドは、新しいディスクを
挿入する場合には適用できません。

ステップ 8

1 分間待ってから、EXEC モードで show disks details コマンドを使用して、交換したディスク
ドライブが Rebuilding 状態になっていることを確認します。
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（注）

ステップ 9

ServeRAID コントローラは、論理 RAID ドライブの一部であるドライブの取り外しと再
挿入を検出すると、自動的に再ビルド操作を開始します。

再ビルド操作が完了するまで待ちます。EXEC モードで show disks details コマンドを使用すれ
ば、再ビルド操作が完了したかどうかをチェックできます。再ビルド操作が完了すると、物理
ドライブの状態は Online、RAID 論理ドライブの状態は Okay になっています。

ステップ 10 ソフトウェアをデバイスに再インストールします。詳細については、WAAS ソフトウェアの

アップグレードを参照してください。
ステップ 11 ライセンスを追加します。詳細については、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のソフ

トウェア ライセンスの管理を参照してください。
ステップ 12 WAE を WAAS Central Manager に登録します。

300 GB SAS ドライブの場合、再ビルドが完了するのに最長で 5 時間かかることがあります。
複数のディスクで障害が発生し、RAID 5 論理ステータスが Offline の場合、次のステップに
従って RAID 5 アレイを再作成する必要があります。
ステップ 1

グローバル コンフィギュレーション モードから、disk logical shutdown コマンドを実行して、
RAID-5 アレイを無効にします。

ステップ 2

EXEC モードで write コマンドを入力し、NV-RAM に実行中の設定を保存します。

ステップ 3

EXEC モードで reload コマンドを入力し、システムを再ロードします。

ステップ 4

システムがリブートされたら、EXEC モードで show disks details コマンドを入力し、システム
コンフィギュレーションをチェックします。この時点で、ディスクはマウントされておらず、
論理 RAID ドライブは Shutdown 状態になっています。

ステップ 5

EXEC モードで disk recreate-raid コマンドを入力して、RAID 5 アレイを再作成します。

ステップ 6

disk recreate-raid コマンドが正常に実行されたら、グローバル コンフィギュレーション モード
で no disk logical shutdown コマンドを入力して、論理ディスクのシャットダウン設定を無効に
します。

ステップ 7

EXEC モードで write コマンドを入力し、NV-RAM に設定を保存します。

ステップ 8

EXEC モードで reload コマンドを入力し、システムを再ロードします。

ステップ 9

システムがリブートされたら、EXEC モードで show disks details コマンドを入力し、システム
コンフィギュレーションをチェックします。この時点でディスクはマウントされ、論理 RAID
ドライブは Shutdown 状態ではなくなっています。

ステップ 10 再ビルド操作が完了するまで待ちます。EXEC モードで show disks details コマンドを使用すれ

ば、再ビルド操作が完了したかどうかをチェックできます。再ビルド操作が完了すると、物理
ドライブの状態は Online、RAID 論理ドライブの状態は Okay になっています。

RAID 5 アレイの再ビルドが完了するには数時間かかります。
複数のディスクまたは RAID コントローラで障害が発生し、ドライブが交換されて RAID ディ
スクが再ビルドされた後でも、論理ディスクがエラー状態のままであることがあります。ディ
スクを再有効化するには、no disk logical shutdown force コマンドを使用してから WAE を再
ロードします。
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Central Manager の役割の設定
WAAS ソフトウェアは、スタンバイ WAAS Central Manager を実装しています。このプロセスに
より、別の WAAS Central Manager デバイスで WAAS ネットワーク設定のコピーを維持できま
す。プライマリ WAAS Central Manager に障害が発生した場合、スタンバイはプライマリを交換
するために使用できます。
相互運用性については、スタンバイ WAAS Central Manager を使用する場合、WAAS Central
Manager の完全な設定を維持するために、プライマリ WAAS Central Manager と同じソフトウェ
ア バージョンである必要があります。バージョンが異なると、スタンバイ WAAS Central
Manager はこの状態を検出し、問題が解決されるまで、プライマリ WAAS Central Manager から
受信する設定の更新を処理しません。

（注）

プライマリ Central Manager とスタンバイ Central Manager は、ポート 8443 で通信します。ネッ
トワークでプライマリ Central Manager とスタンバイ Central Manager との間にファイアウォー
ルが存在する場合、ポート 8443 上のトラフィックを許可するようにファイアウォールを設定
して、Central Manager 同士が通信を行い、同期を維持できるようにします。
ここでは、次の内容について説明します。
•

WAE のスタンバイ Central Manager への変換

•

プライマリ Central Manager のスタンバイ Central Manager への変換

•

スタンバイ Central Manager のプライマリ Central Manager への変換

•

両方の Central Manager の役割の切り替え

•

Central Manager のフェールオーバーおよびリカバリ

WAE のスタンバイ Central Manager への変換
この項では、アプリケーション アクセラレータとして動作している WAE をスタンバイ Central
Manager に変換する方法について説明します。
WAAS ソフトウェアには次の 2 つのタイプがあります。
•

Universal：Central Manager、Application Accelerator および AppNav コントローラ 機能が含
まれます。

•

Accelerator only：Application Accelerator 機能および AppNav コントローラ 機能のみが含ま
れます。Application Accelerator または AppNav コントローラ を Central Manager に変更する
場合は、Universal ソフトウェア ファイルを使用する必要があります。

WAE が Accelerator only イメージを使用して動作している場合、WAE Central Manager に変換す
るには、まず Universal ソフトウェア ファイルを使用して WAE をアップデートし、デバイスを
再ロードし、デバイス モードを central-manager に変更した後、改めてデバイスを再ロードする
ことが必要です。WAE のアップデートの詳細については、WAAS ソフトウェアのアップグ
レードを参照してください。
show version EXEC コマンドを使用すると、WAE が Accelerator only イメージを実行しているか
どうかをチェックできます。また、show running-config EXEC コマンドを使用すると、イメー
ジ タイプが表示されます。
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Universal イメージを使用して WAE をスタンバイ Central Manager に変換するには、次の手順に
従ってください。
ステップ 1

cms deregister force コマンドを使用して、Central Manager からこの WAE の登録を取り消します。
WAE# cms deregister force

このコマンドにより、その他すべての Central Manager との以前の関連付けがすべて消去されます。
ステップ 2

device mode コマンドを使用して、デバイス モードを Central Manager として設定します。
WAE# configure
WAE(config)# device mode central-manager

ステップ 3

変更内容を適用するには、デバイスをリロードする必要があります。デバイスのリロードおよび
リブートの詳細については、デバイスまたはデバイス グループのリブートを参照してください。

ステップ 4

central-manager role standby コマンドを使用して、Central Manager の役割をスタンバイとして
設定します。
WAE(config)# central-manager role standby

ステップ 5

central-manager address コマンドを使用して、プライマリ Central Manager のアドレスを設定し
ます。
WAE(config)# central-manager address cm-primary-address

ステップ 6

cms enable コマンドを使用して CMS サービスを有効にします。
WAE(config)# cms enable

プライマリ Central Manager のスタンバイ Central Manager への変換
プライマリ Central Manager をスタンバイ Central Manager に変換するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

cms deregister コマンドを使用して、Central Manager の登録を取り消します。
WAE# cms deregister

このコマンドにより、その他すべての Central Manager との以前の関連付けがすべて消去されます。
ステップ 2

central-manager role standby コマンドを使用して、Central Manager の役割をスタンバイとして
設定します。
WAE# configure
WAE(config)# central-manager role standby

ステップ 3

central-manager address コマンドを使用して、プライマリ Central Manager のアドレスを設定し
ます。
WAE(config)# central-manager address cm-primary-address

ステップ 4

cms enable コマンドを使用して CMS サービスを有効にします。
WAE(config)# cms enable
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スタンバイ Central Manager のプライマリ Central Manager への変換
プライマリ WAAS Central Manager が動作不能になった場合、ウォーム スタンバイ Central Manager
の 1 つをプライマリ Central Manager にするように手動で再設定できます。次のように、グローバ
ル設定 central-manager role primary コマンドを使用して新しい役割を設定します。
WAE# configure
WAE(config)# central-manager role primary

このコマンドにより、役割がスタンバイからプライマリに変更され、マネジメント サービスが
再起動して、この変更を認識します。
前に障害が発生したプライマリ Central Manager が再び使用可能になった場合は、それが再度プ
ライマリ Central Manager になるように回復することができます。詳細については、Central
Manager のフェールオーバーおよびリカバリを参照してください。
プライマリ Central Manager がまだオンラインでアクティブなときにウォーム スタンバイ
Central Manager をプライマリに切り替えると、両方の Central Manager が互いに検出し合うこと
により自動的に停止し、管理サービスを無効にします。Central Manager は停止に切り替わり、
自動的にフラッシュ メモリに保存されます。
停止した WAAS Central Manager をオンライン状態に戻すには、どちらの Central Manager をプ
ライマリ デバイスにし、どちらをスタンバイ デバイスにするかを決定します。プライマリ デ
バイスで、次の CLI コマンドを実行します。
WAE# configure
WAE(config)# central-manager role primary
WAE(config)# cms enable

スタンバイ デバイスで、次の CLI コマンドを実行します。
WAE# configure
WAE(config)# central-manager role standby
WAE(config)# central-manager address cm-primary-address
WAE(config)# cms enable

両方の Central Manager の役割の切り替え
注意

WAAS Central Manager をプライマリからスタンバイに切り替えると、Central Manager での設定
が消去されます。Central Manager は、スタンバイになったあと、現在のプライマリ Central
Manager からの設定情報の複製を開始します。スタンバイおよびプライマリ ユニットが役割を
切り替える前に同期しない場合、重要な設定情報が失われる可能性があります。
Central Manager の役割を切り替える前に、次の手順に従います。

ステップ 1

Central Manager デバイスで、同じバージョンの WAAS ソフトウェアが動作していることを確認
します。

ステップ 2

両方の WAAS Central Manager で同じ協定世界時（UTC）が設定されるように、両方のデバイス
で物理クロックを同期化します。
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ステップ 3

次の項目の状態を確認することにより、スタンバイがプライマリと同期していることを確認し
ます。
a.

デバイスのオンライン状態を確認します。
元のスタンバイ Central Manager と現在アクティブなすべてのデバイスは、Central Manager
GUI でオンラインとして表示されています。この手順では、ほかのすべてのデバイスが両
方の Central Manager を認識するようにします。

b.

プライマリ WAAS Central Manager からの最近の更新の状態を確認します。
show cms info EXEC コマンドを使用して、最後の更新の時間を確認します。更新時間を最
新にするには、[Time of last config-sync] フィールドの値は 1 ～ 5 分である必要があります。
この時間範囲で、スタンバイ WAAS Central Manager がプライマリ WAAS Central Manager の
設定を完全に複製したことを確認します。
更新時間が最新でない場合、接続の問題があるかどうか、またはプライマリ WAAS Central
Manager がダウンしているかどうかを確認します。必要に応じて問題を解決し、最後の更
新時間が示すように、設定が複製されるまで待ちます。

ステップ 4

次の順番で役割を切り替えます。
a.

元のプライマリ モードをスタンバイ モードに切り替えます。
WAE1# configure
WAE1(config)# central-manager role standby
WAE(config)# cms enable

b.

元のスタンバイ モードをプライマリ モードに切り替えます。
WAE2# configure
WAE2(config)# central-manager role primary
WAE(config)# cms enable

役割変更を設定すると、CMS サービスが自動的に再起動します。

Central Manager のフェールオーバーおよびリカバリ
プライマリ WAAS Central Manager（WAAS CM）が動作不能になった場合、スタンバイ Central
Manager の 1 つをプライマリ Central Manager に再設定できます。後で、障害が発生した Central
Manager が使用可能になったら、プライマリに再設定できます。手順は次のとおりです。
ステップ 1

スタンバイ Central Manager のプライマリ Central Manager への変換の説明に従って、スタンバ
イ Central Manager をプライマリ Central Manager に変換します。

ステップ 2

障害が発生した Central Manager が再び使用可能になった場合は、プライマリ Central Manager のス
タンバイ Central Manager への変換のステップ 2 以降の説明に従って、スタンバイ Central Manager
として設定します。手順 1 は実行せず、cms deregister コマンドは使用しないでください。

ステップ 3

両方の Central Manager の役割の切り替えの説明に従って、両方の Central Manager の役割を切
り替えます。

（注）

一部のシナリオでは、スタンバイ Central Manager（SCM）が、すでに 1000 を超える WAE を管
理している WAAS Central Manager に新規登録されると、デバイスがオフラインになる可能性が
あります。これを回避するために、大規模な導入の場合、導入の開始時に SCM をプライマリ
Central Manager（PCM）に登録し、SCM 上で予期しない障害が発生した場合に PCM の役割を
引き受けるようにすることをお勧めします。
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ディスク暗号化の有効化
ディスクの暗号化は、展開された WAAS システムを通って流れる機密情報および WAAS 永続
ストレージに保存される機密情報を安全に保護する必要性に対応しています。ディスクの暗号
化機能には、WAE ディスク上での実際のデータ暗号化と、暗号キーの保管および管理という 2
つの面があります。
ディスクの暗号化を有効にすると、WAAS 永続ストレージのすべてのデータが暗号化されま
す。暗号化データのロックを解除する暗号キーは、Central Manager に保管され、キー管理は
Central Manager で行われます。ディスクの暗号化を設定したあとで WAE をリブートすると、
WAE は Central Manager からキーを自動的に取得します。これにより、WAAS 永続ストレージ
に保存されているデータにアクセスできるようになります。

（注）

リブート時に WAE が WAAS Central Manager に到達できない場合、暗号化パーティションのマ
ウント以外のことをすべて行います。この状態では、すべてのトラフィックはパススルーとし
て処理されます。WAAS Central Manager との通信が復元する（および暗号キーを取得する）
と、暗号化パーティションがマウントされます。キャッシュの内容は失われません。
ディスク暗号化の要件は次のとおりです。
•

Central Manager がネットワークで使用できるように設定されている必要があります。

•

WAE デバイスが、Central Manager に登録されている必要があります。

•

WAE デバイスが Central Manager とオンラインになっている（アクティブ接続を確立して
いる）必要があります。この要件は、ディスクの暗号化を有効にする場合にだけ適用され
ます。

•

ディスクの暗号化設定を有効にするには、WAE をリブートする必要があります。
WAE をリブートしたあと、新しいキーを使用して暗号化パーティションが作成され、既存
のデータはパーティションから削除されます。

暗号化の有効化または無効化に関係なく、ディスクの暗号化設定に変更があると、ディスクの
キャッシュがクリアされます。この機能は、万一 WAE が盗難に遭った場合に、顧客の機密情
報が暗号解除されたりアクセスされたりしないように保護します。
ディスクの暗号化を有効にしてから、この機能をサポートしていないソフトウェア バージョン
にダウングレードした場合、データ パーティションを使用できません。そのような場合は、ダ
ウングレードしたあとにディスク パーティションを削除する必要があります。
Central Manager GUI からディスクの暗号化を有効および無効にするには、[Devices] >
[device-name] を選択し、[Configure] > [Storage] > [Disk Encryption] を選択します。ディスクの暗
号化を有効にするには、[Enable] チェックボックスを選択して、[Submit] をクリックします。
このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。ディスクの暗号化を無効にする
には、[Enable] チェックボックスの選択を解除し、[Submit] をクリックします。
WAE CLI からディスクの暗号化を有効および無効にするには、disk encrypt グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

（注）

NPE イメージを使用している場合は、ディスクの暗号化が許可されていない国では、ディスク
暗号化機能が無効であることに注意してください。
ディスクの暗号化を有効または無効にすると、ファイル システムはその後の最初のリブートの
間に再度初期化されます。ディスク パーティションのサイズにより、再初期化には 10 分から
数時間かかります。この間、WAE にはアクセス可能ですが、サービスの提供はありません。
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Central Manager の IP アドレスを変更したり、Central Manager を再配置したり、Central Manager
を元の Central Manager からすべての情報をコピーしていない別の Central Manager に置き換え
たりしてから、ディスクの暗号化が有効になったときに WAE をリロードした場合、WAE ファ
イル システムは再初期化プロセスを完了したり、Central Manager から暗号キーを取得したりす
ることができません。
WAE が暗号キーの取得に失敗した場合、CLI から no disk encrypt enable グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用してディスクの暗号化を無効にして、WAE をリロードします。
ディスクの暗号化を有効にし WAE をリロードする前に、Central Manager との接続を確認しま
す。このプロセスにより、ディスク キャッシュがクリアされます。

（注）

スタンバイ Central Manager がデータフィード ポーリング レート時間の少なくとも 2 倍の時間
（約 10 分）稼働中で、プライマリ Central Manager から管理アップデートを受信した場合、アッ
プデートには暗号キーの最新バージョンが含まれます。この状態でのスタンバイへのフェール
オーバーは、WAE に対して透過的に発生します。データフィード ポーリング レートは、設定
変更のため WAE が Central Manager をポーリングする間隔を定義します。デフォルトでは、こ
の間隔は 300 秒です。
暗号化ステータスの詳細を表示するには、show disks details EXEC コマンドを使用します。
ファイル システムの初期中に、[show disks details] に次のメッセージが表示されます。
「System
initialization is not finished, please wait...」また、Central Manager GUI の [Device
Dashboard] ウィンドウに、ディスク暗号化ステータス（有効または無効）を表示できます。

ディスク エラー処理方法の設定
（注）

ディスク エラーの処理の設定および有効化は、ディスクのホットスワップをサポートするデバ
イスには必要なくなりました。WAAS 4.0.13 以降では、ソフトウェアが自動的にクリティカル
エラーのあるディスクをサービスから削除します。
不良ディスク ドライブがクリティカル ディスク ドライブで、自動リロード機能が有効の場合、
WAAS ソフトウェアは、そのディスク ドライブに「不良」マークを付け、WAAS デバイスが自
動的にリロードされます。WAAS デバイスがリロードされると、syslog メッセージと SNMP ト
ラップが生成されます。

（注）

自動リロード機能は自動的に有効になりますが、WAAS バージョン 4.1.3 以降を実行するデバ
イスでは設定できません。
WAAS Central Manager GUI を使用してディスク エラー処理方法を設定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Storage] > [Disk Error Handling] を選択します。
[Disk Error Handling Current Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Disk Error Handling Current Settings] ウィンドウには 2 つのチェックボックスがあります。
•

[Enable] チェックボックスを選択して、設定用のウィンドウを有効にします。
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•

ステップ 4

[Enable Disk Error Handling Remap] にチェック マークを付けます。これは、ディスクにディ
スク エラーの再マップを自動的に試行するように強制します。このチェックボックスは、
デフォルトではオン（有効）になっています。

[Submit] をクリックして、設定を保存します。

データ キャッシュ管理の有効化
WAAS Central Manager では、既存の WAE システムで必要かどうかに応じてキャッシュ サイズ
を増減することにより、既存の Akamai キャッシュ データ パーティションおよびオブジェクト
キャッシュ データ パーティションを設定できます。WAAS デバイス、ソフトウェア バージョ
ン、および新規または後続のデータ キャッシュ管理の設定に関して、次のシナリオに注意して
ください。
ソフトウェア バージョン 6.1.1 を使用した 294,594,694 のアップグレード：
ソフトウェア バージョン 6.1.1 にアップグレードし、データ キャッシュ管理用のデバイスを初
期設定して、リロードを実行すると、
すべてのデータのキャッシュはリロード時に失われます。
ソフトウェア バージョン 6.1.1 を使用した vWAAS/ISR-WAAS/SM-SRE のアップグレード：
ソフトウェア バージョン 6.1.1 にアップグレードし、データ キャッシュ管理用のデバイスを初
期設定して、リロードを実行すると、データ パーティションとシステム パーティションの両
方が再作成されます。ログとデータ キャッシュは消去されますが、ソフトウェア バージョン
と CM 登録情報は保持されます。
すべてのモデルでの新規導入：
ソフトウェア バージョン 6.1.1 の新規導入を行い、データ キャッシュ管理用のデバイスを設定
して、リロードを実行すると、Akamai キャッシュ データおよびオブジェクト キャッシュ デー
タのみ失われます。
すべてのモデルでの 2 回目/後続の設定：
データ キャッシュ管理を 2 回目に、または続けて設定すると、Akamai キャッシュ パーティ
ションおよびオブジェクト キャッシュ パーティションのみ消去されます。そのパーティショ
ンはすべて保持されます。
制限事項

データ キャッシュ管理に関する次の制限事項が適用されます。
•

WAAS Central Manager GUI からデータ キャッシュ管理を設定する場合、WAAS Central
Manager とそれに登録されているデバイスの両方がバージョン 6.1.1 を実行している必要が
あります。

•

Akamai およびオブジェクト キャッシュ機能を設定するには、デバイスを Application
Accelerator モードにする必要があります。

•

Central Manager は、さまざまなバージョンで混合モードのデバイスをサポートしています。
データ キャッシュ管理をデバイス レベルで設定する場合、設定はバージョン 6.1.1 を実行し
ているデバイスにのみ適用され、バージョン 6.1.1 よりも前のデバイスには適用されません。

•

データ キャッシュ管理は次のハードウェア プラットフォームではサポートされません。
7541、7571、および 8541、vWAAS 12K および vWAAS 50K。
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WAAS Central Manager GUI を使用してデータ キャッシュ管理を有効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Storage] > [Cache Size Management] の順に選択します。
[Cache Size Management] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

ステップ 4

使用可能なオプションから選択します。
•

Default：定義済みの値に応じて、Akamai キャッシュおよびオブジェクト キャッシュの使
用可能なパーティション サイズを設定します。

•

Akamai-Object Cache-Equal：使用可能なパーティション サイズを、Akamai キャッシュおよ
びオブジェクト キャッシュの両方にそれぞれ 50% を設定します。

•

Akamai-weight1：パーティション サイズを、Akamai キャッシュに 60%、オブジェクト
キャッシュに 40% を設定します。

•

Akamai-weight2：パーティション サイズを、Akamai キャッシュに 80%、オブジェクト
キャッシュに 20% を設定します。

•

ObjectCache-weight1：パーティション サイズを、オブジェクト キャッシュに 60%、Akamai
キャッシュに 40% を設定します。

•

ObjectCache-weight2：パーティション サイズを、オブジェクト キャッシュに 80%、Akamai
キャッシュに 20% を設定します。

[Submit] をクリックして、設定を保存します。
データ パーティションはデバイスがリロードされた後にのみ有効です。
データ キャッシュ管理を有効にするには、disk cache enable グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。
デバイス キャッシュの詳細を表示する場合、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）> [Monitor] > [CLI Commands] > [Show Commands] の順に進み、show disk
cache-details コマンドを選択します。バージョン 6.1.1 を実行しているデバイスのキャッシュの詳
細が表示されます。

（注）

デバイスを 6.1.1 から任意の 5.x.x バージョンにダウングレードする場合、オブジェクト キャッ
シュは無効になります。その結果、関連付けられた clis もデバイスに表示されません。

すべての非アクティブ WAAS デバイスのアクティブ化
ネットワーク内のすべての非アクティブ化された WAAS デバイスをアクティブにするには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

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

ステップ 2

タスクバーの [Activate all inactive WAEs] アイコンをクリックします。
[Activate All Inactive WAEs] ウィンドウが表示されます
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ステップ 3

[Select an existing location for all inactive WAEs] オプション ボタンをクリックして、すべての非
アクティブ WAAS デバイス用の既存の位置を選択し、該当するドロップダウン リストから位
置を選択します。
あるいは、[Create a new location for each inactive WAE] オプション ボタンをクリックして、各非
アクティブ デバイス用の新しい位置を作成することもできます。[Select a parent location for all
newly created locations] ドロップダウン リストから位置を選択して、新しく作成したすべての位
置の親位置を指定します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
非アクティブ WAE が再度アクティブ化され、指定した位置に配置されます。

デバイスまたはデバイス グループのリブート
WAAS Central Manager GUI を使用して、デバイスまたはデバイス グループをリモートにリブー
トできます。
個々のデバイスをリブートするには、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。
[Device Dashboard] が表示されます。

ステップ 2

[Device Info] ペインで [Reload] アイコンをクリックします。
処理を確認するプロンプトが表示されます。

ステップ 3

[OK] をクリックして、デバイスのリブートを確認します。

CLI からデバイスをリブートするには、reload EXEC コマンドを使用します。
ユーザ指定のパスフレーズ モードでセキュア ストアを有効にした WAAS Central Manager をリ
ブートする場合、cms secure-store open EXEC コマンドを使用してリブートしたあとでセキュ
ア ストアを再オープンする必要があります。
デバイス グループ全体をリブートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Device Groups] > [device-group-name] を選択します。
[Modifying Device Group] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

タスクバーで、[Reboot All Devices in Device Group] アイコンをクリックします。
処理を確認するプロンプトが表示されます。

ステップ 3

[OK] をクリックして、デバイス グループのリブートを確認します。
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制御されたシャットダウンの実行
制御されたシャットダウンとは、デバイスの電源を切ることなく（ファンは継続して稼働し、
電源 LED も点灯したままの状態で）、WAAS デバイスを正常にシャットダウンするプロセスを
指してします。制御されたシャットダウンを行うと、すべてのアプリケーション アクティビ
ティとオペレーティング システムがアプライアンス上で適切に停止されますが、電源は投入さ
れたままです。制御されたシャットダウンは、アプライアンスにサービスを提供している場合
のダウンタイムを最小限に抑える上で役立ちます。

注意

制御されたシャットダウンが実行されなかった場合は、WAAS ファイル システムが破損する可
能性があります。また、アプライアンスが適切にシャットダウンされなかった場合は、リブー
トするのにかなりの時間がかかります。
shutdown EXEC コマンドを使用して、CLI から制御されたシャットダウンを実行できます。詳
細については、
『Cisco Wide Area Application Services Command Reference Guide』を参照してくだ
さい。
Cisco アクセス ルータに搭載されたネットワーク モジュールで WAAS が稼働している場合は、
ルータ CLI から service-module integrated-service-engine slot/unit shutdown EXEC コマンドを使
用して、制御されたシャットダウンを実行します。詳細については、『Configuring Cisco WAAS
Network Modules for Cisco Access Routers』を参照してください。

制御されたシャットダウンの制限事項
WAAS CM での既知の問題により、デバイスが WAAS Central Manager（WAAS CM）に登録さ
れた後、WCM DB VACUUM（午前 1 時から 2 時の間に実行する）プロセスには余分の時間が
かかります（最小：2 分、平均：7 分、最大：25 分）。
•

少数の WAE が一時的にオフラインになる可能性があります。VACUUM プロセスが完了す
ると、これらは自動的にオンラインになります。

•

統計情報の集約のスレッドに 5 分以上かかる可能性があり、同じことがログに示されます。
その結果、統計情報の例がネットワーク レベルで失われる可能性があります。

•

完全な DB がロックされるため、ユーザ（管理者を含む）は WAAS CM を使用できません。
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CHAPTER

15

WAAS ネットワークのモニタリングおよび
トラブルシューティング
この章では、WAAS システムの問題を特定し、解決するために使用できる WAAS Central
Manager GUI のモニタリングとトラブルシューティング ツールについて説明します。
Cisco WAAS の高度なトラブルシューティングの詳細については、Cisco DocWiki にある『Cisco
WAAS Troubleshooting Guide for Release 4.1.3 and Later』を参照してください。
（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と Cisco Wide Area Application
Engine（WAE）を総称する用語として「Cisco WAAS デバイス」を使用します。WAE という用
語は、WAE および Wide Area Virtualization Engine（WAVE）アプライアンス、WAAS を実行す
る Cisco Services-Ready Engine サービス モジュール（SRE-SM）、および Cisco Virtual WAAS
（vWAAS）インスタンスを指します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

[System Dashboard] ウィンドウからのシステム情報の表示

•

アラートを使用したデバイスのトラブルシューティング

•

デバイス情報の表示

•

ダッシュボードまたはレポートのカスタマイズ

•

チャートと表の説明

•

定義済みのレポートを使用した WAAS のモニタ

•

レポートの管理

•

フロー モニタリングの設定

•

ログの設定および表示

•

トラブルシューティング ツール
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[System Dashboard] ウィンドウからのシステム情報の表
示
Cisco WAAS Central Manager GUI では、[System Dashboard] ウィンドウで Cisco WAAS ネット
ワークに関する一般情報および詳細情報を表示できます。ここでは、[System Dashboard] ウィ
ンドウについて説明します。内容は次のとおりです。
•

グラフおよびチャートのモニタリング

•

アラーム パネル

•

デバイス アラーム

図 15-1 に、[System Dashboard] ウィンドウを示します。
図 15-1

[System Dashboard] ウィンドウ

[System Dashboard] ウィンドウのチャートに表示される情報は、2 回のポーリング周期の最後の
WAE デバイスの状態を表す WAAS ネットワークのスナップショットに基づいています。
WAAS Central Manager GUI で、ポール間の周期を設定できます（[Configure] > [Global] >
[System Properties] > [System.monitoring.collectRate]）。デフォルトのポーリング速度は、300 秒
（5 分）です。アラームはリアルタイムで提供され、ポーリング速度には依存しません。

グラフおよびチャートのモニタリング
デフォルトの [System Dashboard] ウィンドウには、WAAS システムが処理するアプリケーショ
ン トラフィックに関する次のグラフィック表示が含まれます。
•

Traffic Summary チャート：過去 1 時間の WAAS ネットワークでトラフィック比率が最も高
いアプリケーションを示します。
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•

[Effective WAN Capacity] グラフ：WAAS 最適化の結果としての増加した WAN リンクの実
効帯域幅キャパシティを実際の帯域幅の倍数として表示します。

•

Traffic Volume and Reduction グラフ：過去 1 時間のオリジナル トラフィックと最適化された
トラフィックの量、およびトラフィック減少の比率を表示します。

•

Compression Summary チャート：過去 1 時間の WAAS ネットワークでトラフィック低下率
が最も高い上位 10 のアプリケーションを示します。比率（%）計算には、パススルー トラ
フィックが含まれていません。

チャートおよびグラフの数字は、少数第 1 位が四捨五入されて KB、MB、または GB で示され
ています。表では、少数第 4 位が四捨五入されています。CSV ファイルにエクスポートされる
データ値はバイト単位なので、四捨五入されません。
システム ダッシュボードに表示されるグラフィック表示とテーブルをカスタマイズできます。
詳細については、ダッシュボードまたはレポートのカスタマイズを参照してください。個々の
チャートについては、チャートと表の説明で詳しく説明します。
システム ダッシュボード、関連するグラフおよびチャートに表示される大半のデバイス情報、
統計情報、アラーム情報も、API をモニタすることによりプログラムで使用できます。詳細に
ついては、Cisco Wide Area Application Services API Reference を参照してください。

（注）

統計情報に一貫性および信頼性を持たせるために、各 WAE デバイス上のクロックをプライマ
リ WAAS Central Manager とセカンダリ WAAS Central Manager クロックの 5 分以内に同期させ
る必要があります。NTP サーバを使用してすべての WAAS デバイスの同期を維持する方法につ
いては、第 10 章「その他のシステム設定の構成」の NTP 設定の構成を参照してください。さ
らに、Central Manager が WAE から統計情報の更新を受信する際のネットワーク遅延が 5 分を
超える場合、統計情報の集約が予測通り機能しないことがあります。

アラーム パネル
アラーム パネルには、システム アラーム データベースへの更新を反映するために、着信ア
ラームおよび更新のほぼリアルタイムのビューが 2 分ごとに表示されます。
アラーム パネルを表示するには、Central Manager ウィンドウの右下ある [Alarms] をクリックし
ます。
アラーム パネルで確認応答できるのはアクティブ アラームだけです。保留中、オフライン、
非アクティブのアラームは、アラーム パネルで確認応答できません。
アラーム パネルではまた、リスト内のアラームのビューをフィルタすることもできます。フィ
ルタにより、設定した基準に一致するリスト内のアラームを見つけることができます。
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図 15-2 に、アラーム パネルを示します。
図 15-2

アラーム パネル

アクティブなアラームに確認応答するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

アラーム パネルで、確認応答するアラームの名前の横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 2

[Acknowledge] タスクバー アイコンをクリックします。
[Acknowledge Alarm Comments] ダイアログボックスが表示され、アラームに関するコメントを
入力できます。

ステップ 3

コメントを入力し、[OK] をクリックします。または、[Cancel] をクリックして、確認応答アク
ションを完了せずにアラーム パネルに戻ります。
コメントで、アラームを発生させた特定の問題の原因と解決方法に関する情報を共有できま
す。コメント フィールドには、最大 512 文字を入力できます。このフィールドでは、アルファ
ベット、数字、特殊文字を組み合わせて使用できます。

アラーム パネルに表示されたアラームをフィルタおよびソートするには、次の手順に従ってく
ださい。
ステップ 1

[Show] ドロップダウン リストから、次のいずれかのフィルタ オプションを選択します。
•

すべて（All）

•

クイック フィルタ

•

Unacknowledged Alarms

•

Acknowledged Alarms

•

Alarms for device-name（デバイス コンテキストで表示される）

ステップ 2

[Quick Filter] を選択した場合は、リストの上にある 1 つ以上のフィールドに一致基準を入力します。

ステップ 3

アラーム エントリをソートするには、列のヘッダーをクリックします。
エントリはアルファベット順（ASCII 順）にソートされます。ソート順（昇順または降順）
は、列のヘッダーにある矢印で示されます。

ステップ 4

フィルタをクリアするには、[All] を選択します。
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デバイス アラーム
デバイス アラームは、デバイス オブジェクトに関連付けられており、WAAS デバイスで動作
するアプリケーションとサービスについて表示します。デバイス アラームは、報告するアプリ
ケーションまたはサービスによって定義されます。また、デバイス アラームに、デバイスと
WAAS Central Manager GUI との間で報告されている問題を反映させることもできます。表 15-1
で、表示可能なさまざまなデバイス アラームについて説明します。
表 15-1

問題レポート用のデバイス アラーム

アラーム

アラーム
の重大度

デバイス ス
テータス

Device is offline

Critical

Offline

デバイスは WAAS Central Manager と通信で
きませんでした。

Device is pending

Major

Pending

デバイス ステータスを決定できません。こ
のステータスは、新しいデバイスが登録さ
れてから最初の設定同期が実行されるまで
の間に表示されることがあります。

Device is inactive

Minor

Inactive

デバイスは、まだ WAAS Central Manager に
よってアクティブにされたり、受け付けら
れたりしていません。

Device has lower
software version

Minor

Online

デバイスは、ソフトウェア バージョンが
WAAS Central Manager より古いため、一部
の機能をサポートしない場合があります。

説明

アラートを使用したデバイスのトラブルシューティング
WAAS Central Manager GUI では、[Troubleshooting Devices] ウィンドウでデバイスごとにアラー
ムを表示し、デバイスをトラブルシューティングできます。
[Troubleshooting Devices] ウィンドウからデバイスのトラブルシューティングを実行するには、
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] > [All Devices] を選択します。

ステップ 2

[Device Status] 列のデバイス アラーム ライト バーをクリックして、単一デバイス上のアラーム
を表示します。
[Troubleshooting Devices] ペインが、[WAAS Central Manager] ウィンドウに、または別のダイア
ログボックスとして表示されます。（図 15-3 を参照）。
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図 15-3

[Troubleshooting Devices] ウィンドウ

ステップ 3

[Alarm Information] 列で、[Troubleshooting tools] コンテキスト メニューが表示されるまで、ア
ラーム メッセージの上にマウスを重ねます。ポップアップ メニューには、WAAS Central
Manager GUI のトラブルシューティング ウィンドウとモニタリング ウィンドウへのリンクが表
示されます。

ステップ 4

表示されるドロップダウンリストから、使用するトラブルシューティング ツールを選択して、
リンクをクリックします。WAAS Central Manager GUI 内の適切なウィンドウに移動できます。
表 15-2 で、デバイス アラームで使用可能なツールについて説明します。

グローバル コンテキストから [Monitor] > [Troubleshoot] > [Alerts] を選択することによって、す
べてのデバイスの [Troubleshooting Devices] ウィンドウを表示できます。
表 15-2

デバイス アラーム用のトラブルシューティング ツール

項目
ソフトウェアのアップ
デート

ナビゲーション
デバイスを選択し、[Admin] >
[Versioning] > [Software Update]
の順に進みます。

説明
このデバイスの [Software Update]
ウィンドウが表示されます。デバ
イスのソフトウェア バージョンが
Central Manager よりも低い場合の
み表示されます。
デバイスの編集/モニタ デバイス ダッシュボード
設定用のデバイス ダッシュボード
リング
が表示されます。
デバイスに対する Telnet [Telnet] ウィンドウを開きます。 デバイス IP アドレスを使用して
Telnet セッションを開始します。
デバイス ログの表示
デバイスを選択し、[Admin] > このデバイス用にフィルタリング
[History] > [Logs] の順に進み
されたシステム メッセージ ログを
ます。
表示します。
show コマンドの実行
デバイスを選択し、[Monitor] > デバイスの show コマンド ツール
[CLI Commands] > [show
を表示します。詳細については、
Commands] の順に進みます。
WAAS Central Manager GUI からの
show コマンドと clear コマンドの使
用を参照してください。

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

15-6

第 15 章

WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング
デバイス情報の表示

デバイス情報の表示
WAAS Central Manager GUI を使用すると、次の 3 つのウィンドウから、デバイスに関する基本
情報および詳細情報を表示できます。
•

[Devices] ウィンドウ：WAAS ネットワーク内のすべてのデバイスのリストと、各デバイス
の基本情報、たとえばデバイス ステータスやデバイスにインストールされている現行のソ
フトウェア バージョンなどを表示します。

•

[Device Dashboard] ウィンドウ：インストールされているソフトウェア バージョンや、デバ
イスがオンラインであるかオフラインであるかなど、特定のデバイスに関する詳細な情報
を表示します。

•

[Device Status Dashboard] ウィンドウ：WAAS ネットワーク内のすべてのデバイスのリスト
と、トラフィックのサマリーに関する情報を表示します。

次の各項で、各ウィンドウについて説明します。

[Devices] ウィンドウ
[Devices] ウィンドウは、WAAS Central Manager に登録しているすべての WAAS デバイスを表
示します。このリストを表示するには、WAAS Central Manager GUI で [Devices] > [All Devices]
を選択します。
図 15-4 に、[Devices] ウィンドウの例を示します。
図 15-4

[Devices] ウィンドウ

このウィンドウは、各デバイスに関する次の情報を表示します。
•

デバイスで有効になっているサービス。これらのサービスの説明については、表 15-3 を参
照してください。

•

デバイスの IP アドレス。

•

管理ステータス（[Online]、[Offline]、[Pending]、または [Inactive]）。ステータスの詳細に
ついては、デバイス アラームを参照してください。

•

デバイス ステータス。システム ステータスの報告メカニズムは、4 つのアラーム ライトを
使用して、解決する必要がある問題を識別します。各ライトは、次のように異なるアラー
ム レベルを表します。
– 緑色：アラームなし（システムは正常な状態）
– 黄色：マイナー アラーム
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– オレンジ：メジャー アラーム
– 赤：クリティカル アラーム

アラーム ライト バーにマウスを合わせると、メッセージにアラーム数の詳細が表示されま
す。アラーム ライト バーをクリックして、デバイスをトラブルシューティングします。詳細
については、アラートを使用したデバイスのトラブルシューティングを参照してください。
•

デバイスに関連付けられた位置。位置の詳細については、第 3 章「デバイス グループとデ
バイス位置の使用」を参照してください。1 つの位置にあるすべてのデバイスからのデー
タを集約したレポートを表示できます。詳細については、位置レベルのレポートを参照し
てください。

•

デバイスにインストールされ、動作しているソフトウェアのバージョン。WAAS Express お
よび AppNav-XE デバイスの場合は、Cisco IOS および WAAS Express または AppNav-XE ソ
フトウェアの両方のバージョンが表示されます。

•

デバイス タイプ。OE294 などのタイプが表示された場合、この数字はモデル番号
（WAVE-294 など）を示しています。NME-WAE は NME-WAE モジュールを指します。
WAAS Express および AppNav-XE デバイスの場合は、ルータ プラットフォームが表示され
ます。vWAAS デバイスの場合は、OE-VWAAS が表示されます。Cisco サービス統合型ルー
タ（ISR）用の Cisco WAAS デバイスの場合は、ISR-WAAS が表示されます。

•

ライセンス ステータス。インストール済みのライセンスを表示します。実際の値の説明に
ついては、表 15-4を参照してください

WAAS Central Manager より高いソフトウェア バージョン レベルである WAE デバイスを赤で表
示します。また、スタンバイ WAAS Central Manager のバージョン レベルがプライマリ WAAS
Central Manager と異なる場合、スタンバイ WAAS Central Manager を赤で表示します。
リストの上にある [Filter] および [Match If] フィールドを使用して、リスト内のデバイスの
ビューをフィルタできます。テキスト フィールドにフィルタ文字列を入力し、[Go] ボタンをク
リックしてフィルタを適用します。フィルタ設定はリストの下に表示されます。フィルタをク
リアしてすべてのデバイスを表示するには、[Clear Filter] ボタンをクリックします。フィルタ
により、設定した基準に一致するデバイスを見つけることができます。
表 15-3

サービスの説明

サービス

説明

CM (Primary)

デバイスは、プライマリ WAAS Central Manager として有効になって
います。

CM (Standby)

デバイスは、スタンバイ WAAS Central Manager として有効になって
います。

Application
Accelerator

デバイスはアプリケーション アクセラレータとして有効になっています。

AppNav コントローラ デバイスは AppNav コントローラ として有効になっています。
AppNav-XE コント
ローラ

デバイスは、AppNav-XE コントローラ機能が有効にされた Cisco IOS
XE を使用するルータです。

WAAS Express

デバイスは、WAAS-Express 機能が有効にされた Cisco IOS ルータです。

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

15-8

第 15 章

WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング
デバイス情報の表示

表 15-4

ライセンス ステータスの説明

ライセンス ステータス 説明
Not Active

ライセンスがインストールされていないか、最初の設定同期がまだ
実行されていません。

Transport、Enterprise

リストされたライセンスがインストールされています。

Active

ルータ デバイスが登録されますが、最初の設定同期がまだ実行され
ていません。

Permanent

ルータ デバイスには、永久ライセンスがインストールされています。

Evaluation、Expires in
X weeks Y days

ルータ デバイスには、指定期間が経過すると失効する評価ライセン
スがインストールされています。

Expired

ルータ デバイスには、期限切れになった評価ライセンスがありま
す。このデバイスを操作するには、永久ライセンスを取得する必要
があります。

該当なし

デバイスのバージョンが 4.0 であるため、ライセンス ステータスは
適用されません。

[Device Dashboard] ウィンドウ
[Device Dashboard] ウィンドウは、デバイス モデル、IP アドレス、代行受信方法、デバイス特
有のチャートなど、WAAS デバイスに関する詳細な情報を表示します（図 15-5 を参照）。
[Device Dashboard] ウィンドウにアクセスするには、[Devices] > [device-name] を選択します。
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図 15-5

[Device Dashboard] ウィンドウ

[Device Dashboard] ウィンドウは、WAAS Express デバイスと AppNav-XE デバイスでは外観が
少し異なります。一部の WAE 固有の情報やコントロールがありません。
[Device Dashboard] ウィンドウから、次の作業を実行できます。
•

選択した WAE デバイスが処理するアプリケーション トラフィックに関するチャートとグ
ラフを表示する（WAAS Central Manager デバイスが選択されていない場合、チャートまた
はグラフは表示されません）。

•

ウィンドウに表示されたチャートをカスタマイズする。詳細については、ダッシュボード
またはレポートのカスタマイズを参照してください。個々のチャートについては、チャー
トと表の説明で詳しく説明します。

•

デバイスがオンラインかどうか、デバイスの IP アドレスとホスト名、デバイス上で実行さ
れているソフトウェア バージョン、デバイスに搭載されているメモリの量、ライセンス ス
テータスなどの基本詳細を表示する。

•

デバイスが属するデバイス グループを表示する。デバイス グループの詳細については、第
3 章「デバイス グループとデバイス位置の使用」を参照してください。（AppNav-XE デバ
イスには該当しません）。

•

•

デバイスで定義されているユーザを表示し、ロックされているすべてのユーザのロックを
解除する。詳細については、デバイス ユーザの表示とロック解除を参照してください。
（WAAS Express および AppNav-XE デバイスには該当しません）。
[Update] リンクをクリックして、デバイス上のソフトウェアを更新する。詳細については、
第 14 章「WAAS システムの保守」を参照してください（WAAS Express および AppNav-XE
デバイスには該当しません）。
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•

[Telnet] アイコンをクリックして、デバイスへの Telnet セッションを確立し、CLI コマンド
を発行する。

•

[Delete Device] アイコンをクリックして、デバイスを削除する。

•

[Full Update] アイコンをクリックして、Central Manager のデバイス設定をデバイスに再適
用する。（WAAS Express および AppNav-XE デバイスには該当しません）。

•

[Reload] アイコンをクリックして、デバイスをリブートする。（WAAS Express および
AppNav-XE デバイスには該当しません）。

•

[Restore Default Policies] アイコンをクリックして、デバイスにデフォルトの事前定義され
たポリシーを復元する。詳細については、第 12 章「アプリケーション アクセラレーショ
ンの設定」の最適化ポリシーとクラス マップの復元を参照してください。（AppNav-XE に
は該当しません。）

•

デバイスをデバイス グループに割り当てたり、割り当てを解除したりする。詳細について
は、第 3 章「デバイス グループとデバイス位置の使用」を参照してください（AppNav-XE
デバイスには該当しません）。

•

WAAS Express デバイスの場合は、[WAAS Enabled Interfaces] 項目に、WAAS 最適化が有効
になっているインターフェイスの数が表示されます。この数値をクリックすると、デバイ
ス インターフェイスの詳細を示す [Network Interfaces] 設定画面が表示され、使用可能なイ
ンターフェイス上で最適化を有効または無効にできます。詳細については、第 6 章「ネッ
トワーク設定の構成」のWAAS Express インターフェイスでの最適化の有効化または無効化
を参照してください。

•

WAAS Express デバイスの場合は、DRE 項目を表示して、デバイスがデータ冗長性除去
（DRE）最適化をサポートしているかどうかを判定できます。この最適化は、一部の WAAS
Express デバイス モデルではサポートされていません。この項目は、[Supported] または
[Unsupported] と表示されます。

•

WAAS Express デバイスの場合は、SSL 項目を表示して、SSL アクセラレーションが使用でき
るかどうかを判定できます。この項目は、[Available] または [Unavailable] と表示されます。

•

vWAAS デバイスの場合は、[No of CPUs]、[Max TCP Connections]、および [Interception
Method] フィールドが表示されます。詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の
設定」の AppNav 代行受信の設定を参照してください。

•

AppNav コントローラでは、AppNav クラスタ 項目は、定義済みの AppNav クラスタを示し
ます。クラスタ名をクリックして、そのクラスタのホーム ウィンドウに移動できます。ま
た AppNav Policy 項目は、定義済みの AppNav ポリシー（存在する場合）を示します。ポリ
シー名をクリックして、ポリシー設定ウィンドウに移動できます。

[Device Status Dashboard] ウィンドウ
[Device Status Dashboard] ウィンドウは、WAAS Central Manager に登録されているすべての
WAAS デバイスを表示します。このリストを表示するには、WAAS Central Manager GUI で
[Home] > [Monitor]> [Network] > [Device Status] の順に選択します。
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このウィンドウは、各デバイスに関する次の情報を表示します。
•

Device Name。デバイス名を表示します。

•

管理ステータス（[Online]、[Offline]、[Pending]、または [Inactive]）。ステータスの詳細に
ついては、デバイス アラームを参照してください。

•

各デバイスの Network Summary。ネットワーク トラフィックのサマリーの説明について
は、表 15-5 を参照してください。さらに、ステータスには以下の情報が表示されます。
– Peak Connections：デバイス用に最適化されたピーク接続を表示します。
– Device Connections Limit：デバイスの最大接続限度を表示します。
– Active Connections：デバイスの現在アクティブな接続を表示します。

•

Time Frame：デバイスのネットワーク サマリーを表示できます（[Last Hour]、[Last Day]、
[Last Week]、[Last Month]、および [Custom] 日付）。Time Frame に [Last Hour] を選択した場
合のみ、[Management Status] および [Active Connections] のデータが表示されます。時間範
囲の詳細については、ダッシュボードまたはレポートのカスタマイズを参照してください。

•

Time Zone：設定に基づいて、レポートの時間帯をカスタマイズできます。時間帯の設定の
詳細については、ダッシュボードまたはレポートのカスタマイズを参照してください。

•

デバイス ステータス レポートを PDF ファイルまたは CSV ファイルとして表示することを
選択するには、ダッシュボード上でそれぞれのアイコンを選択します。

リストの上にある [Filter] および [Match If] フィールドを使用して、リスト内のデバイスの
ビューをフィルタできます。テキスト フィールドにフィルタ文字列を入力し、[Go] ボタンをク
リックしてフィルタを適用します。フィルタ設定はリストの下に表示されます。フィルタをク
リアしてすべてのデバイスを表示するには、[Clear Filter] ボタンをクリックします。フィルタ
により、設定した基準に一致するリスト内のデバイスを見つけることができます。

デバイス ユーザの表示とロック解除
WAAS デバイスで定義されたユーザを表示するには、[Devices] > [device-name] の順に進み、
[device-name] メニューから [Device Users] を選択します。Central Manager デバイスで、[CM
Users] を選択します。
ユーザのリストが表で表示されます。この表には、ユーザ名、ログインの失敗回数、ログイン
の失敗回数の上限、および最後にログインを失敗した時刻が表示されます。ユーザに関する詳
細を表示するには、該当するユーザの横にある [View] アイコンをクリックします。
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失敗ログインの試行回数の上限に達したためにユーザがロックされた場合、ユーザ名の横にあ
るボックスを選択し、表の下の [Unlock] ボタンをクリックすることによってユーザのロックを
解除できます。

ダッシュボードまたはレポートのカスタマイズ
システムおよびデバイス ダッシュボードとレポート（存在する場合）を同じようにカスタマイ
ズできます。カスタム レポート作成の詳細については、レポートの管理を参照してください。
レポートの例を図 15-6 に示します。
図 15-6

レポート ペイン

ダッシュボードまたはレポートの一番上にあるタスクバー アイコンおよびコントロールを使用
すると、次を実行できます。
•

[Time Frame]：ドロップダウン リストから、いくつかの一般的な期間の 1 つを選択できます。
– [Last Hour]：過去 1 時間のデータを 5 分周期（デフォルト）で表示します。
「デフォル

トのシステム設定プロパティの変更」セクション（10-19 ページ）に説明されている
System.monitoring.collectRate 設定を使用して、この周期を変更できます。
– [Last Day]：過去 1 日のデータを（1 時間周期で）表示します。
– [Last Week]：過去 1 週間のデータを（1 日周期で）表示します。
– [Last Month]：過去 1 か月のデータを（1 日周期で）表示します。
– [Custom]：[From] フィールドと [To] フィールドに開始日付と終了日付を入力します。

[calendar] アイコンをクリックして、ポップアップ カレンダーから日付を選択します。
期間の設定は、レポートおよび Central Manager ユーザごとに個別に保存されます。さら
に、System.monitoring.timeFrameSettings システム プロパティは、システムのデフォルトの
期間設定を制御します（第 10 章「その他のシステム設定の構成」のデフォルトのシステム
設定プロパティの変更を参照してください）。
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（注）

•

現在の日付から 2 ヵ月前の日付を超える範囲のカスタム日付が設定されているチャート
を作成する場合、最新の 2 ヵ月のデータが毎日のデータとともにプロットされ、以前の
月のすべてのデータは、集約された毎月のデータとともにプロットされます。毎日のト
ラフィックの合計が毎月のトラフィックの合計よりはるかに少ない可能性があるため、
チャートでは、最近の 2 ヵ月のトラフィックが大幅に減少したように見える可能性があ
ります。ただし、この違いは通常です。

[Time Zone]：[Time Zone] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択で
きます。
– [UTC]：レポートの時間帯を UTC に設定します。
– [CM Local Time]：レポートの時間帯を WAAS Central Manager の時間帯に設定します

（デフォルト）。
時間帯を変更すると、その変更はすべてのレポートにグローバルに適用されます。時間帯
の設定は、Central Manager ユーザごとに個別に保存されます。
•

[Save]：現在の設定でダッシュボードまたはレポートを保存します。次回それらを表示す
ると、その設定で表示されます。

•

[Save As]：レポートをその現在の設定とともに新しい名前で保存します。ダイアログボッ
クスを使用して、レポート名やオプションの説明を入力できます。入力できる文字は、数
字、英字、スペース、ピリオド、ハイフン、およびアンダースコアだけです。レポートは、
[Monitor] > [Reports] > [Reports Central] ウィンドウで使用できます。

•

[Customize]：ダッシュボードまたはレポートにチャートまたは表を追加できます。チャー
トまたは表の追加については、チャートまたは表の追加を参照してください。

•

[Schedule]：レポートを 1 回、または毎時、毎日、毎週、毎月など定期的に生成されるよう
にスケジューリングできます。スケジューリングされたレポートが生成されると、レポー
トの PDF コピーを自動的に自分自身に電子メールで送信できます。
– [Date] フィールドにスケジュール日付を DD/MM/YYYY の形式で入力するか、または

[calendar] アイコンをクリックして、日付を選択するカレンダーを表示します。
– [Hours] ドロップダウン リストで、時間を選択します。時間は WAAS Central Manager

の現地時間を示します。
– [Minutes] ドロップダウン リストで、分を選択します。時間は WAAS Central Manager の

現地時間を示します。
– [Frequency] ドロップダウン リストでは、レポートの頻度に [Once]、[Hourly]、[Daily]、

[Weekly]、または [Monthly] を選択します。
– [No. of Reports] フィールドに、繰り返し発生するレポートを生成する回数を入力しま

す。(指定された回数だけレポートが生成されると、そのレポートはもう生成されなく
なります。)
– [Email Id(s)] フィールドに、レポートの受信者の電子メール アドレスをカンマで区切っ

て入力します。
– [Email Subject] フィールドに、電子メール メッセージの件名を入力します。
•

[Reports]：スケジューリングされたレポートを表示できます。スケジューリングされたレ
ポートを表示する手順については、スケジューリングされたレポートの表示または削除を
参照してください。
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•

[PDF]：PDF 形式のレポート（チャートと表のデータを含む）を生成します。PDF レポー
トにカスタム ログが必要な場合、[Home Dashboard] > [Admin] > [Custom Logo] を選択して、
[Upload] をクリックすると、ロゴをアップロードできます。 カスタム ロゴが PDF 形式の
レポートに表示されます。さらに、レポートをスケジューリングする際に、スケジューリ
ングされたレポートに表示されるロゴの [Custom Logo] を選択できます。このオプション
は、カスタム ロゴをアップロードしている場合のみ使用可能です。

•

[Export]：チャートおよび表の統計情報データを CSV ファイルにエクスポートします。
チャートの統計データは、少数第 1 位が四捨五入されて KB、MB、または GB で示されて
います。エクスポートされるデータは、正確なバイト値です。

個々のチャートの一番上にあるコントロールを使用すると、チャートを次のようにカスタマイ
ズできます（すべてのチャートですべてのコントロールを使用できるわけではありません）。
•

[Chart title]：チャートをクリックしてドラッグすることにより、レポート ペイン内の別の
位置に移動できます。

•

[Edit] アイコン：チャートの設定の説明に従って、チャートの設定を編集できます。

•

[Collapse/Expand] アイコン：チャートを折りたたんだり、展開したりすることができます。
チャートが折りたたまれている場合、このアイコンは [Expand] に変化し、それにより
チャートはその通常のサイズに復元されます。

•

[Close] アイコン：チャートを閉じます。

•

[Tabs]：目的のタブ名をクリックすることによって、アクセス可能な複数のタブ ビューを
選択できます。すべてのチャートにこの機能があるわけではありません。

•

[Check box to show additional data]：オプションのデータ統計情報のラベルが付いている
チェックボックスを選択して、チャートにそのデータを含めることができます。すべての
チャートにこの機能があるわけではありません。

個々のチャートの下部にあるチャート タイプのアイコンを使用すると、チャート タイプを縦
棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ、積み上げ折れ線グラフ、積み上げ面グラフから選択でき
ます。すべてのチャートにこの機能があるわけではありません。

チャートまたは表の追加
ダッシュボードまたはレポートにチャートまたは表を追加するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

ダッシュボードまたはレポートのチャート パネルで、タスクバーの [Customize] アイコンをク
リックします。図 15-7 に示すように、[Customize] ウィンドウが表示されます。
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図 15-7

[Customize] ウィンドウ

ステップ 2

カテゴリの横にある小さな三角形をクリックすることによって、該当するチャート カテゴリを
展開します。

ステップ 3

レポートに表示する各チャートまたは表の横にあるチェックボックスを選択します。個々の
チャートについては、チャートと表の説明で詳しく説明します。
現在ダッシュボードまたはレポートに含まれているチャートには、アスタリスク（*）が付い
ています。1 つのレポートには、最大 8 つのチャートと表を含めることができます（[Network
Summary] レポートには最大 12 のチャートと表を含めることができます）。
（注）

WAAS Express デバイス レベルでは、サポートされているアクセラレータのチャートの
みを使用できます。

ステップ 4

チャートをプレビューするには、そのチャートのタイトルをクリックします。プレビューがペ
インの右側に表示されます。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

ダッシュボードまたはレポートからチャートまたは表を削除する場合は、そのチャートの
[Close] ボタンをクリックし、レポートを保存します。
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チャートの設定
チャートで示すデータを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

チャートの右上隅にある [Edit] アイコンをクリックします。[Settings] ウィンドウが表示されます。
（注）

すべてのチャート タイプですべての設定を使用できるわけではありません。

ステップ 2 （任意）[Traffic Direction] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
•

[Bidirectional]：この WAAS デバイスを通じて LAN から WAN へ流れるトラフィックと
WAN から LAN へ流れるトラフィックを含みます。

•

[Inbound]：この WAAS デバイスを通じて WAN からクライアントへ流れるトラフィックを
含みます。

•

[Outbound]：この WAAS デバイスを通じてクライアントから WAN へ流れるトラフィック
を含みます。

ステップ 3 （任意）[Access Mode] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
•

[Both]：片面および両面の最適化の統計情報を表示します。

•

[With WAAS Peer]：両面の最適化の統計情報を表示します。

•

[Without WAAS Peer]：片面の最適化の統計情報を表示します。
これらのオプションを使用して、片面の最適化を含めたり、除外したりします。片面の総
計情報オプションを使用できるのは、Traffic Summary、Effective WAN capacity、Traffic
Volume and Reduction、Compression Summary、Traffic Summary over time、Compression
Summary over time、Throughput Summary、および Optimized Connections Over Time の各
チャートに限られます。

ステップ 4 （任意）[Select Series For] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
•

[Application]：チャート データは、アプリケーションの統計情報に基づいています。

•

[Classifier]：チャート データは、分類子（クラス マップ）の統計情報に基づいています。

ステップ 5 （任意）[Application] または [Classifier] リストで、チャート データに統計情報を含めるアプリ

ケーションまたは分類子の横にあるチェックボックスを選択します。すべてのアプリケーショ
ンを含めるには、[All Traffic] チェックボックスを選択します。リストの上にある [Quick Filter]
を使用して、リスト項目をフィルタできます。このリストは、一部のチャート タイプにのみ使
用できます。
ステップ 6 （任意）一部のチャートでは、他のタイプのデータ シリーズを選択できます。チャート データ

に含める各データ シリーズの横にあるチェックボックスを選択します。
ステップ 7

（注）

[OK] をクリックします。

Central Manager ではアプリケーションおよび分類子のデータ収集が行われる時期が多少異なり
ます。そのため、類似するデータを報告するアプリケーションと分類子を同時期に表示する場
合、統計情報が異なる可能性があります。
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チャートと表の説明
この項では、ダッシュボードまたはレポートに含めることを選択できるチャートと表について
説明します。次のカテゴリを使用できます。
•

TCP 最適化のチャート

•

アクセラレーションのチャート

•

接続トレンドのチャート

•

AppNav のチャート

•

プラットフォームに関するチャート

•

統計情報詳細表

すべてのチャートは、チャートの設定が別の時間帯を使用するようにカスタマイズされていな
い限り、Central Manager のローカルの時間帯を使用して作成されます。
（注）

WAAS Express デバイスのデバイス レベルでは、サポートされているアクセラレータのチャー
トのみを使用できます。すべてのチャートで、WAAS Express デバイスのパススルー トラ
フィックはゼロと見なされます。

TCP 最適化のチャート
次の TCP 最適化のチャートを使用できます。
•

Compression Summary

•

Compression Summary Over Time

•

Effective WAN Capacity

•

Throughput Summary

•

Traffic Summary

•

Traffic Summary Over Time

•

Traffic Volume and Reduction

Compression Summary
[Compression Summary] チャートには、トラフィック低下率が最も高い上位 10 個のアプリケー
ションのトラフィック低下率の縦棒グラフ（パススルー トラフィックを除く）が表示されま
す。2 つの追加タブを使用すると、上位 10 個のアプリケーションの圧縮（量）と、圧縮率が最
も低い下位 10 個のアプリケーションを表示できます。
計算式：

パススルーを除く低下率（%）= (パススルーを除くオリジナル – 最適化) / (パススルーを除くオ
リジナル)
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Compression Summary Over Time
[Compression Summary Over Time] チャートには、WAAS 最適化手法を使用して削減された合計
トラフィックの比率（%）のグラフが表示されます。このチャートのデータには、パススルー
トラフィックは含まれていません。含める特定のアプリケーションを選択して、チャートを最
適化できます。デフォルトはすべてのトラフィックです。
計算式：

低下率（%）= (パススルーを除くオリジナル – 最適化) / (パススルーを除くオリジナル)

Effective WAN Capacity
[Effective WAN Capacity] チャートには、WAAS 最適化の結果としての増加した WAN リンクの
実効帯域幅キャパシティが表示されます。どのアプリケーションを含めるか選択できます。デ
フォルトはすべてのトラフィックです。
計算式：

実効 WAN キャパシティ = 1 / (1 - パススルーを除く低下率（%）)
パススルーを除く低下率（%）= (パススルーを除くオリジナル – 最適化) / (パススルーを除くオ
リジナル)

Throughput Summary
[Throughput Summary] チャートには、選択されたタブに応じて、LAN から WAN へ（アウトバ
ウンド）または WAN から LAN へ（インバウンド）の方向の平均およびピーク スループットの
量が表示されます。左側のスループットの単位（KBps、MBps、または GBps）は、範囲によっ
て異なります。一連のピーク スループットは、[Last Hour] グラフには適用されません。この
チャートは、デバイス レベルと位置レベルでのみ使用できます。PDF 形式のチャートには、最
大 10 のシリーズが表示されます。
計算式：

パススルーを除く低下率（%）= (パススルーを除くオリジナル – 最適化) / (パススルーを除くオ
リジナル)

（注）

2 日間のデータが蓄積されるまで、[Last Week] 期間と [Last Month] 期間の [WAN to LAN
Throughput] チャートと [LAN to WAN Throughput] チャートにピーク スループット データは表
示されません。新規 WAAS ソフトウェアのインストールまたはアップグレードから 2 日未満し
かたっていない場合、ピーク スループットは 0 と表示されます。

Traffic Summary
[Traffic Summary] チャートには、WAAS から見たトラフィック比率が最も高い上位 9 個のアプ
リケーションが表示されます。円グラフ内の各セクションは、1 つのアプリケーションをネッ
トワークまたはデバイス上の合計トラフィックの比率（%）として表します。未分類のアプリ
ケーション、モニタされていないアプリケーション、および合計トラフィックの 2 % 未満のア
プリケーションは、[Other Traffic] という名前の 10 番目のカテゴリにグループ化されます（合
計がすべてのトラフィックの少なくとも 0.1 % になる場合にのみ表示されます）。タブをクリッ
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クすることによって、オリジナル トラフィックまたは最適化されたトラフィックの表示を選択
でき、[Include Pass-Through] チェックボックスを選択することによってパススルー トラフィッ
クを含めることができます。
計算式：

(アプリケーション トラフィック/合計トラフィック) X 100
アプリケーション トラフィックとは、アプリケーションのオリジナル トラフィック（パスス
ルーを除くオリジナル）または最適化されたトラフィック（パススルーを除く最適化）です。

Traffic Summary Over Time
[Traffic Summary Over Time] チャートには、選択されたタブに応じて、オリジナル トラフィッ
クまたは最適化されたトラフィックの量を示すグラフが表示されます。[Pass-Through] チェッ
クボックスを選択して、パススルー トラフィックを含めることができます。含める特定のアプ
リケーションを選択して、チャートを最適化できます。デフォルトはすべてのトラフィックで
す。

Traffic Volume and Reduction
[Traffic Volume and Reduction] チャートでは、オリジナル トラフィックと最適化されたトラ
フィックの量が縦棒グラフで比較され、トラフィック低下率が線で表示されます。パススルー
トラフィックは除外されます。右側のトラフィックの単位（バイト、KB、MB、または GB）
は、範囲によって異なります。トラフィック低下率は、チャートの左側に表示されます。含め
る特定のアプリケーションを選択して、チャートを最適化できます。デフォルトはすべてのト
ラフィックです。
計算式：

パススルーを除く低下率（%）= (パススルーを除くオリジナル – 最適化) / (パススルーを除くオ
リジナル)

アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

HTTP アクセラレーションのチャート

•

HTTPS アクセラレーションのチャート

•

セキュア ソケット レイヤ（SSL）アクセラレーションのチャート

•

Messaging Application Programming Interface（MAPI）アクセラレーションのチャート

•

ネットワーク ファイル システム（NFS）アクセラレーションのチャート

•

サーバ メッセージ ブロック（SMB）アクセラレーションのチャート

•

Independent Computing Architecture（ICA）アクセラレーションのチャート
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HTTP アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

HTTP: Connection Details

•

HTTP: Effective WAN Capacity

•

HTTP: Estimated Time Savings

•

HTTP: Optimization Count

•

HTTP: Optimization Techniques

•

HTTP: Response Time Savings

HTTP: Connection Details
[HTTP Connection Details] チャートには、HTTP セッション接続の統計情報が表示され、デバイ
スあたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな HTTP 接続の
平均数を示します。時間の経過に伴って新しく処理された HTTP 接続、最適化された接続、ド
ロップされた接続、および渡された接続を表示するには、[Details] タブをクリックします。

HTTP: Effective WAN Capacity
[HTTP Effective WAN Capacity] チャートには、HTTP アクセラレーションの結果としての WAN
リンクの実効帯域幅キャパシティが、元になるキャパシティの乗数として表示されます。すべ
てのトラフィックおよび HTTP トラフィックのキャパシティ データが表示されます。
（注）

チャートにデータが表示されない場合、この種類のトラフィックを含むアプリケーション定義
のモニタリングが無効になっている可能性があります。Web アプリケーションのモニタリング
が有効になっていることを確認してください。

HTTP: Estimated Time Savings
[HTTP: Estimated Time Savings] チャートは、SharePoint のプリフェッチの最適化やメタデータの
キャッシングにより HTTP アクセラレータが短縮する応答時間の概算（%）をグラフで示します。

HTTP: Optimization Count
[HTTP: Optimization Count] チャートは、HTTP アクセラレータにより実行されたさまざまな種
類の最適化の数をグラフで示します。これらの最適化は異なる色で表示されます。このチャー
トに含まれる最適化は、メタデータのキャッシングおよび SharePoint のプリフェッチです。

HTTP: Optimization Techniques
[HTTP: Optimization Techniques] 円グラフは、HTTP アクセラレータにより実行されたさまざま
な種類の最適化を示します。このグラフに含まれる最適化は、メタデータのキャッシング、
サーバ圧縮の抑制、SharePoint のプリフェッチ、および DRE ヒントです。

HTTP: Response Time Savings
[HTTP: Response Time Savings] チャートは、メタデータのキャッシングおよび SharePoint のプ
リフェッチの最適化により HTTP アクセラレータが短縮するラウンド トリップ応答時間をグラ
フで示します。これらの最適化は異なる色で表示されます。左側の時間の単位（ミリ秒、秒、
または分）は、範囲によって異なります。
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HTTPS アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

HTTPS: Connection Details

•

HTTPS: Effective WAN Capacity

•

HTTPS: Estimated Time Savings

•

HTTPS: Optimization Count

•

HTTPS: Optimization Techniques

•

HTTPS: Response Time Savings

HTTPS: Connection Details
[HTTPS Connection Details] チャートには、HTTPS セッション接続の統計情報が表示され、デバ
イスあたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな HTTPS 接
続の平均数を示します。新しく処理された HTTPS 接続および最適化された接続を表示するに
は、[Details] タブをクリックします。

HTTPS: Effective WAN Capacity
[HTTPS Effective WAN Capacity] チャートには、HTTP アクセラレーションの結果としての
WAN リンクの実効帯域幅キャパシティが、元になるキャパシティの乗数として表示されます。
すべてのトラフィックおよび SSL トラフィック（HTTPS トラフィックを含む）のキャパシ
ティ データが表示されます。

（注）

チャートにデータが表示されない場合、この種類のトラフィックを含むアプリケーション定義
のモニタリングが無効になっている可能性があります。SSL アプリケーションのモニタリング
が有効になっていることを確認してください。

HTTPS: Estimated Time Savings
[HTTPS Estimated Time Savings] チャートには、HTTPS 接続にメタデータのキャッシングを使用
することによって短縮された応答時間の概算（%）が表示されます。

HTTPS: Optimization Count
[HTTPS Optimization Count] チャートは、HTTPS アクセラレータにより実行されたさまざまな
種類のメタデータのキャッシング最適化の数をグラフで示します。これらの最適化は異なる色
で表示されます。

HTTPS: Optimization Techniques
[HTTPS Optimization Techniques] 円グラフは、HTTPS アクセラレータにより実行されたさまざ
まな種類の最適化を示します。このグラフに含まれる最適化は、メタデータのキャッシング、
サーバ圧縮の抑制、および DRE ヒントです。

HTTPS: Response Time Savings
[HTTPS Response Time Savings] チャートには、メタデータのキャッシングの最適化（異なる色で表
示されます）により HTTPS アクセラレータによって短縮されたラウンド トリップ応答時間のグラ
フが表示されます。左側の時間の単位（ミリ秒、秒、または分）は、範囲によって異なります。
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セキュア ソケット レイヤ（SSL）アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

SSL: Acceleration Bypass Reason

•

SSL: Connection Details

•

SSL: Effective WAN Capacity

SSL: Acceleration Bypass Reason
[Secure Sockets Layer (SSL) Acceleration Bypass Reason] 円グラフは、SSL トラフィックが高速化
されない理由（バージョンの不一致、不明、ドメインの不一致、Server Name Indication の不一
致、暗号の不一致、取り消しエラー、証明書の認証エラー、他のエラー、および SSL 以外のト
ラフィック）を示します。

SSL: Connection Details
[SSL Connection Details] チャートには、SSL セッション接続の統計情報が表示され、デバイス
あたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな SSL 接続の平均
数を示します。新しく処理された SSL 接続、最適化された接続、渡された接続、ドロップされ
た接続、HTTPS 接続、および SSL を介した Independent Computing Architecture（ICA）接続を
表示するには、[Details] タブをクリックします。

SSL: Effective WAN Capacity
[SSL Effective WAN Capacity] チャートには、SSL アクセラレーションの結果としての WAN リンク
の実効帯域幅キャパシティが、元になるキャパシティの乗数として表示されます。すべてのトラ
フィックおよび SSL トラフィックのキャパシティ データが表示されます。
（注）

チャートにデータが表示されない場合、この種類のトラフィックを含むアプリケーション定義
のモニタリングが無効になっている可能性があります。SSL アプリケーションのモニタリング
が有効になっていることを確認してください。

Messaging Application Programming Interface（MAPI）アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

MAPI: Acceleration Bypass Reason

•

MAPI: Average Response Time Saved

•

MAPI: Connection Details

•

MAPI: Effective WAN Capacity

•

MAPI: Request Optimization

•

MAPI: Response Time Optimization

•

MAPI: Average Accelerated Client Sessions

•

MAPI: Handled Traffic Pattern

•

MAPI: Connection Details
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MAPI: Acceleration Bypass Reason
[Messaging Application Programming Interface (MAPI) Acceleration Bypass Reason] 円グラフには、暗
号化された MAPI トラフィックが加速されない理由が表示されます。これには、アクセラレー
ションが無効、秘密キーの取得が無効、サポートされない暗号化、サポートされない認証メカニ
ズム、正しく構成されていないドメイン ID、秘密キー取得のエラー、一般的なセキュリティ エ
ラー、システム リソースの不足、および回復モード接続が含まれます。
暗号化されていない MAPI トラフィックのバイパスの理由を表示するには、[Non-Encrypted] タ
ブをクリックします。これには、予約の失敗（過負荷以外）、予約の失敗（過負荷）、署名され
た MAPI 要求、不正な形式の RPC パケット、ピアからのハンドオーバー要求、サポートされな
いサーバ バージョン、拒否されたリストにあるユーザ、サポートされないクライアント バー
ジョン、保護接続（暗号化済み）、サポートされない DCERPC プロトコル バージョン、追跡さ
れないアソシエーション グループなどが含まれます。

MAPI: Average Response Time Saved
[MAPI Average Response Time Saved] チャートには、MAPI アクセラレータによって短縮された
応答時間の概算（%）のグラフが表示されます。左側にある時間単位（マイクロ秒、ミリ秒、
秒、または分）は、範囲によって決まります。

MAPI: Connection Details
[MAPI Connection Details] チャートには、MAPI セッション接続の統計情報が表示され、デバイ
スあたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな MAPI 接続の
平均数を示します。新しく処理された MAPI 接続、最適化された接続、渡された接続、および
ドロップされた接続を表示するには、[Details] タブをクリックします。新しい暗号化された
MAPI 接続と暗号化されていない MAPI 接続を表示するには、[Optimized Encrypted vs
Non-Encrypted] タブをクリックします。

MAPI: Effective WAN Capacity
[MAPI Effective WAN Capacity] チャートには、MAPI アクセラレーションの結果としての WAN
リンクの実効帯域幅キャパシティが、元になるキャパシティの乗数として表示されます。すべ
てのトラフィックおよび MAPI トラフィックのキャパシティ データが表示されます。
（注）

チャートにデータが表示されない場合、この種類のトラフィックを含むアプリケーション定義
のモニタリングが無効になっている可能性があります。電子メールおよびメッセージング アプ
リケーションのモニタリングが有効になっていることを確認してください。

MAPI: Request Optimization
[MAPI Request Optimization] チャートは、ローカルおよびリモートの MAPI コマンドの応答の
比率（%）を示します。ローカル応答とは、ローカル WAE からクライアントに送信される応
答のことです。リモート応答は、リモート サーバから受信します。暗号化された MAPI 接続と
暗号化されていない MAPI 接続に関するローカルおよびリモートの応答の比率（%）を表示す
るには、[Encrypted vs Non-Encrypted] タブをクリックします。
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MAPI: Response Time Optimization
[MAPI Response Time Optimization] チャートでは、ローカルおよびリモートの MAPI 応答に使
用された平均時間が比較されます。左側にある時間単位（マイクロ秒、ミリ秒、秒、または
分）は、範囲によって決まります。暗号化された MAPI 接続と暗号化されていない MAPI 接続
に関するローカルおよびリモートの応答に使用された平均時間を表示するには、[Encrypted vs
Non-Encrypted] タブをクリックします。

MAPI: Average Accelerated Client Sessions
[MAPI Average Accelerated Client Sessions] 円グラフには、さまざまなバージョンの Microsoft
Outlook クライアント（2000、2003、2007、および 2010）から加速されている暗号化された
セッションの平均数が表示されます。暗号化されていないセッションの数を表示するには、
[Non-Encrypted] タブをクリックします。

MAPI: Handled Traffic Pattern
WAAS バージョン 5.5.3 以降の場合、MAPI アクセラレーション レポートには [MAPI: Handled
Traffic Pattern] 円グラフが含まれます。図 8 に示すように、このグラフには次の 3 つのタイプの
トラフィックの比率（%）が表示されます。
•

処理された MAPI 接続の合計

•

処理された MAPI RPC-HTTP 接続の合計

•

処理された MAPI RPC-HTTPS 接続の合計

図 8

[MAPI: Handled Traffic Pattern] 円グラフの例
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MAPI: Connection Details
[MAPI Connection Details] チャートには、MAPI セッション接続の統計情報が表示され、デバイ
スあたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな MAPI 接続の
平均数を示します。WAAS バージョン 5.5.3 以降では、新しく処理された MAPI 接続、最適化
された接続、渡された接続、ドロップされた接続、最適化された MAPI 接続と暗号化されてい
ない MAPI 接続に関する情報に加えて、図 9 に示すように、最適化された TCP 接続と
RPC-HTTP(S) MAPI 接続に関する情報も提供します。
図 9

[MAPI: Connection Details] チャートの例

ネットワーク ファイル システム（NFS）アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

NFS: Acceleration Bypass Reason

•

NFS: Connection Details

•

NFS: Effective WAN Capacity

•

NFS: Estimated Time Savings

•

NFS: Request Optimization

•

NFS: Response Time Optimization

•

NFS: Versions Detected

NFS: Acceleration Bypass Reason
[Network File System (NFS) Acceleration Bypass Reason] 円グラフは、NFS トラフィックが高速化さ
れない理由（不明な認証の種類または不明な NFS バージョン）を示します。

NFS: Connection Details
[NFS Connection Details] チャートには、NFS セッション接続の統計情報が表示され、デバイス
あたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな NFS 接続の平
均数を示します。新しく処理された NFS 接続、最適化された接続、渡された接続、およびド
ロップされた接続を表示するには、[Details] タブをクリックします。
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NFS: Effective WAN Capacity
[NFS Effective WAN Capacity] チャートには、NFS アクセラレーションの結果としての WAN リ
ンクの実効帯域幅キャパシティが、元になるキャパシティの乗数として表示されます。すべて
のトラフィックおよび NFS トラフィックのキャパシティ データが表示されます。
（注）

チャートにデータが表示されない場合、この種類のトラフィックを含むアプリケーション定義
のモニタリングが無効になっている可能性があります。ファイル システム アプリケーション
のモニタリングが有効になっていることを確認してください。

NFS: Estimated Time Savings
[NFS Estimated Time Savings] チャートは、NFS アクセラレータが短縮する応答時間の概算（%）
をグラフで示します。

NFS: Request Optimization
[NFS Request Optimization] チャートは、ローカルおよびリモートの NFS コマンドの応答の比率
（%）を示します。ローカル応答とは、ローカル WAE からクライアントに送信される応答のこ
とです。リモート応答は、リモート サーバから受信します。

NFS: Response Time Optimization
[NFS Response Time Optimization] チャートでは、ローカルおよびリモートの NFS 応答に使用さ
れた平均時間が比較されます。左側にある時間単位（ミリ秒、秒、または分）は、範囲によっ
て決まります。

NFS: Versions Detected
[NFS Versions Detected] 円グラフは、各 NFS バージョン（2、3、および 4）について検出された
NFS メッセージの数を示します。NFS アクセラレータは NFS バージョン 3 トラフィックを処理
します。

サーバ メッセージ ブロック（SMB）アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

SMB: Average Response Time Saved

•

SMB: Client Average Throughput

•

SMB: Connection Details

•

SMB: Effective WAN Capacity

•

SMB: Request Optimization

•

SMB: Response Time Savings

•

SMB: Versions Detected

SMB: Average Response Time Saved
[Server Message Block (SMB) Average Response Time Saved] チャートには、SMB 応答について短
縮された平均応答時間が表示されます。左側にある時間単位（ミリ秒、秒、または分）は、範
囲によって決まります。
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SMB: Client Average Throughput
[SMB Client Average Throughput] チャートには、SMB アクセラレータの平均クライアント ス
ループットが表示されます。

SMB: Connection Details
[SMB Connection Details] チャートには、SMB セッション接続の統計情報が表示され、デバイ
スあたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな SMB 接続の
平均数を示します。新しく処理された SMB 接続、最適化された接続、渡された接続、ドロッ
プされた接続、および署名された接続を表示するには、[Details] タブをクリックします。

SMB: Effective WAN Capacity
[SMB Effective WAN Capacity] チャートには、SMB アクセラレーションの結果としての WAN リ
ンクの実効帯域幅キャパシティが、元になるキャパシティの乗数として表示されます。すべて
のトラフィックおよび SMB トラフィックのキャパシティ データが表示されます。
（注）

チャートにデータが表示されない場合、この種類のトラフィックを含むアプリケーション定義
のモニタリングが無効になっている可能性があります。

SMB: Request Optimization
[SMB Request Optimization] チャートには、先行読み出し、メタデータ、書き込みなどの最適化
を使用する SMB コマンド応答の比率（%）が表示されます。

SMB: Response Time Savings
[SMB Response Time Savings] チャートには、先行読み出し、メタデータ、Microsoft Office、非
同期書き込み、名前付きパイプ、印刷などの最適化（異なる色で表示されます）により SMB
アクセラレータによって短縮されたラウンド トリップ応答時間のグラフが表示されます。左側
の時間の単位（ミリ秒、秒、または分）は、範囲によって異なります。

SMB: Versions Detected
[SMB Versions Detected] 円グラフには、以下のように SMB バージョンごとに検出された SMB
メッセージの数が表示されます。
•

SMB v1.0（最適化）、SMB v1.0（非最適化）、SMB v1.0（署名付き）

•

SMB v2.0（最適化）、SMB v2.0（非最適化）、SMBv 2.0（署名付き、最適化）、SMB v2.0
（署名付き、非最適化）

•

SMB v2.1（最適化）、SMB v2.1（非最適化）、SMB v2.1（署名付き、最適化）、SMB v2.1
（署名付き、非最適化）

•

SMB v3.0（最適化）、SMB v3.0（非最適化）、SMB v3.0（署名付き）

•

SMBv3.02（最適化）、SMB v3.02（非最適化）、SMB v3.02（署名付き）
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Independent Computing Architecture（ICA）アクセラレーションのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

ICA: Client Versions

•

ICA: Connection Details

•

ICA: Effective WAN Capacity

•

ICA: Unaccelerated Reasons

ICA: Client Versions
[Indepdendent Computing Architecture (ICA) Client Versions] 円グラフには、ICA バージョン（オ
ンライン プラグイン 11.0、オンライン プラグイン 11.2、オンライン プラグイン 12.0、オンラ
イン プラグイン 12.1、Citrix Receiver 13.0 など）ごとに検出された ICA メッセージの数が表示
されます。

ICA: Connection Details
[ICA Connection Details] チャートには、ICA セッション接続の統計情報が表示され、デバイス
あたりの（正確な数値を示す過去 1 時間のデバイス レベルでの）アクティブな ICA 接続の平均
数を示します。新しく処理された ICA 接続、最適化された接続、渡された接続、およびドロッ
プされた接続を表示するには、[Details] タブをクリックします。新しく処理された ICA の数お
よび新しく処理された SSL を介した ICA 接続の数を表示するには、[ICA vs ICA over SSL] タブ
をクリックします。

ICA: Effective WAN Capacity
[ICA Effective WAN Capacity] チャートには、ICA アクセラレーションの結果としての WAN リ
ンクの実効帯域幅キャパシティが、元になるキャパシティの乗数として表示されます。すべて
のトラフィックおよび ICA トラフィックのキャパシティ データが表示されます。
（注）

チャートにデータが表示されない場合、この種類のトラフィックを含むアプリケーション定義
のモニタリングが無効になっている可能性があります。Citrix アプリケーションのモニタリン
グが有効になっていることを確認してください。

ICA: Unaccelerated Reasons
[ICA Unaccelerated Reasons] チャートには、ICA トラフィックがバイパスされた理由が表示され
ます。これには、認識されないプロトコル、サポートされないクライアント バージョン、不明
な CGP セッション ID、拒否されたリストにあるクライアント、リソースの不足などがありま
す。ICA トラフィックがドロップされた理由（サポートされないクライアント バージョン、
I/O エラー、リソースの不足、AO 解析のエラー、最大セッション数に到達など）を表示するに
は、[Dropped] タブをクリックします。

HTTP キャッシング
WAAS Central Manager は、キャッシングに関連するパフォーマンス カウンタのセットを継続的
にモニタします。これらのモニタの中には WAAS 内で実行するものもあれば、キャッシュ エ
ンジン（CE）内で実行するものもあります。
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WAAS Central Manager は、以下の [Akamai Connected Cache] チャート を提供します。
•

Response Time Savings

•

Throughput Summary

•

HTTP: Bandwidth Savings

•

Top Sites

•

Cache Statistics (Hits)

また、WAAS Central Manager は次のキャッシングのタイプに関するモニタ情報を提供します。
透過（Basic、Standard、Advanced、Bypass）、OTT/Akamai Connected Cache、およびキャッシュ
の事前配置。

[Akamai Connected Cache] チャート
WAAS Central Manager は、Akamai Connected Cache について次のタイプのモニタ レポートを提
供します。
•

Response Time Savings

•

Throughput Summary

•

HTTP: Bandwidth Savings

•

Top Sites

•

Cache Statistics (Hits)

次のタイプのチャートにアクセスするには、[Monitor] > [Caching] > [Akamai Connect] の順に選
択します。

（注）

[Top Sites] チャートを除き、デバイス、ネットワーク、場所、または AppNav クラスタの各レ
ベルでモニタ情報を表示できます。

Response Time Savings
図 15-10 に示すように、[Response Time Savings] には、キャッシュ ヒット トランザクションの
短縮された応答時間の比率（%）と総短縮時間が表示されます。
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図 15-10

[Response Time Savings] チャートの例

WAAS CM は以下の比率（%）計算を実行します。

（注）

•

短縮された総応答時間

•

調整された総ダウンロード時間

•

キャッシュなしの総応答時間（短縮された総応答時間+調整された総ダウンロード時間）

さらに、show statistics accelerator http CLI コマンドからの出力にも、応答時間に関する情報
（[Total Time Saved] フィールドおよび [Percentage of Connection Time Saved] フィールド）が表示
されます。CLI コマンドの詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command
Reference Guide』を参照してください。

Throughput Summary
[Throughput Summary] チャートには、Web で最適化されたスループットとオリジナル スルー
プットが表示されます。このチャートについてクリックするタブに応じて、WAN から LAN へ
（インバウンド）または LAN から WAN へ（アウトバウンド）の方向のスループットが表示さ
れます。WAN から LAN のレポートがデフォルト レポートです。
バーにマウスを合わせると、指定された時間範囲の最適化されたスループットまたは平均ス
ループットの合計が KBps 単位で表示されます。
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図 15-11

[Throughput Summary] チャートの例

HTTP: Bandwidth Savings
[HTTP: Bandwidth Savings] チャートには、ソースからフェッチされる必要がないが、キャッ
シュ エンジン（CE）によって実際に提供されているトラフィックの量が比率（%）で表示され
ます。
この情報を WAN からルータに送信される着信トラフィック全体と組み合わせると、要求と応
答の観点から WAN のパフォーマンスを向上させる際のキャッシュの有効性が示されます。
ルータへの着信（WAN）トラフィック フローと着信トラフィックの WAN データ オフロード
を組み合わせると、ルータのクライアントに（全体として）生じているトラフィック フローを
より正確に測定できます。
図 15-12

[HTTP Bandwith Savings] チャートの例
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Top Sites
[Top Sites] チャートには、キャッシュ エンジン（CE）によって提供されているトップ サイト
が、ホスト名とトラフィックの観点から縦棒グラフ形式で表示されます。[Top Sites] チャート
には、最大 10 個のサイトがトップ サイトとして表示されます。情報をサイトあたりのヒット
またはサイトあたりのボリューム（LAN または WAN 応答）として表示できます。
•

WAN Offload（デフォルト レポート）：キャッシュの外部から提供され、結果として WAN
経由で送信されなかったバイトの数。

•

Response Time Savings：応答時間の短縮（ミリ秒単位）。

•

Hit Count：サイトあたりのヒット数。

•

WAN Response：渡されたバイト数の観点から見た、WAN 応答の機能としてのサイトあた
りのボリューム。

図 15-13

（注）

Response Time Savings 別にトップ サイトを示す [Top Sites] チャート

[Top Sites] チャートの情報は、show statistics accelerator http object-cache EXEC コマン
ドの出力に対応します。トップ サイト情報はトップ ホスト情報として示されます。オ
ブジェクト キャッシュでは、トップ ホストはヒット数順（0 ～ 10 個のホストの出力セ
クション）となります。CLI コマンドの詳細については、『Cisco Wide Area Application
Services Command Reference Guide』を参照してください。

Cache Statistics (Hits)
[Cache Statistics (Hits)] チャートには、キャッシュ ヒットまたはキャッシュから提供されるデー
タに関する情報が縦棒グラフ形式で表示されます。[Cache Statistics] チャートのタイプごとに、
[Last Hour]、[Last Day]、[Last Week]、[Last Month] の期間を指定するか、またはカスタムの設
定を使用できます。
•

[Cache Statistics Hits] チャートには、指定された期間のキャッシュ ヒットの比率（%）およ
び数（100 万単位）が示されます。
データ ポイントにマウスを合わせると、目的のデータ ポイントのキャッシュ ヒットの合
計比率（%）が表示されます。
バーにマウスを合わせると、ヒット数が 100 万単位で表示されます。
Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド

15-33

第 15 章

WAAS ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティング

チャートと表の説明

•

[Cache] チャートの [Cache Statistics Data Served] は、指定された期間にキャッシュから提供
されるデータの比率（%）と量（MB 単位）を示します。
データ ポイントにマウスを合わせると、目的のデータ ポイントのキャッシュ ヒットの合
計比率（%）が表示されます。
バーにマウスを合わせると、キャッシュから提供されるデータの総量が MB 単位で表示さ
れます。

図 15-14

データ ポイントの詳細ビューを示す [Cache Statistics Hits] チャートの例

接続トレンドのチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

Optimized Connections over Time

•

Optimized vs Pass-Through Connections

Optimized Connections over Time
[Optimized Connections Over Time] チャートには、選択された期間にわたって最適化された接続
の数が表示されます。[MAPI Reserved Connections] チェックボックスを選択することによって、
MAPI 予約済み接続の数を表示できます。[Peak Connections] チェックボックスを選択すること
によって、チャート内のすべてのデータ ポイントの最適化されたピーク接続の値を表示できま
す。ピーク接続の表示を選択した場合、チャートには、最適化された接続が凡例の積み上げと
して、ピーク接続が選択されたアプリケーション/分類子に対応する重なり合った線として表示
されます。WAAS-XE デバイスでは、[Optimized Connections Over Time] チャートには [Peak
Connections] オプションしかありません。含める特定のアプリケーションを選択して、チャート
をカスタマイズできます。デフォルトはすべてのトラフィックです。
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以下のピーク接続の値が使用可能です。
•

LAST HOUR：過去 1 時間に使用可能な 12 個のデータ サンプルの中の最大値（最適化され
たパススルー接続カウンタ）。

•

LAST DAY：毎時間の 12 個のデータ サンプルの中の最大値（最適化されたパススルー接続
カウンタ）。たとえば、最適化された接続カウンタの値が 1 時間に 10、20、30、40、50、
60、70、80、90、100、110、および 120 の場合、最適化されたピーク接続の値は 120 です。

このチャートは、特定の WAAS デバイスが選択されている場合にのみ使用でき、[Connection
Trend] レポートにのみ追加できます。

Optimized vs Pass-Through Connections
[Optimized vs Pass-Through Connections] チャートには、1 つの位置にある 1 つのデバイスまたは
すべてのデバイス上の最適化された接続とパススルー接続の総数が表示されます。[Device
Connection Limit] チェックボックスを選択することによって、デバイスがサポートできる接続
の最大数であるデバイス接続限度を表示できます。このオプションは、デバイス レベルでのみ
使用できます。Location レベルでは、チャートには最大接続制限の使用に基づいて、上位 5 つ
のデバイス シリーズがデフォルトで表示されます。チャートの [Settings] ページから目的のデ
バイスを選択できます。PDF レポートのチャートには、最大 10 のシリーズが表示されます。
[Peak Connections] チェックボックスを選択することによって、チャート内のすべてのデータ
ポイントのピーク時のパススルー接続の値を表示できます。

（注）

このチャートは、特定の WAAS デバイスまたは位置が選択されている場合にのみ使用でき、
[Connection Trend] レポートにのみ追加できます。
計算式：

デバイスのパススルー接続数 = すべてのアプリケーションのパススルー接続の合計数
デバイスの最適化された接続数 = すべてのアプリケーションの最適化された接続の合計数
デバイス接続の使用制限 % = 100 * 平均の最適化された接続数/ デバイス接続制限
値は次のとおりです。
平均の最適化された接続数 = 最適化された接続数の合計/サンプルの数

AppNav のチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

Total AppNav Traffic

•

AppNav ポリシー

•

Top 10 AppNav Policies

•

Top 10 WAAS Node Group Distribution

•

WAAS Node Group Distribution

•

Pass-Through Reasons

•

Top 10 Pass-Through Reasons
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Total AppNav Traffic
[Total AppNav Traffic] チャートには、AppNav クラスタ または ANC デバイスで処理された分散
トラフィックおよびパススルー トラフィックの総量が表示されます。左側の単位は、範囲に
よって異なります。

AppNav ポリシー
[AppNav Policies] チャートには、どのタブを選択したかに応じて、ポリシー ルールごとの
AppNav クラスタ（ANC）または ANC デバイスで処理された代行受信したトラフィック、分散
トラフィック、またはパススルー トラフィックの量のグラフが表示されます。左側の単位は、
範囲によって異なります。
[Show Details For] ドロップダウンリストから、表示するポリシー ルールを選択します。

Top 10 AppNav Policies
[Top 10 AppNav Policies] 円グラフには、どのタブを選択したかに応じて、最も多いトラフィッ
クを含む上位 9 個のポリシー ルールに関する AppNav クラスタ または ANC デバイスで処理さ
れた代行受信したトラフィック、分散トラフィック、またはパススルー トラフィックの量が表
示されます。その他のすべてのポリシー ルールに関するトラフィックは、[Other Traffic] とい
う名前の 10 番目のカテゴリにグループ化されます（合計がすべてのトラフィックの少なくと
も 0.1 % になる場合にのみ表示されます）。
[Show Details For] ドロップダウンリストから、表示するポリシー ルールを選択します。

Top 10 WAAS Node Group Distribution
[Top 10 WAAS Node Group (WNG) Distribution] 円グラフには、トラフィックが分散された上位 9
個の WNG が表示されます。その他のすべての WNG に関するトラフィックは、[Other Traffic]
という名前の 10 番目のカテゴリにグループ化されます（合計がすべてのトラフィックの少な
くとも 0.1 % になる場合にのみ表示されます）。
[Show Details For] ドロップダウンリストから、個々の Cisco WAAS ノードの詳細を表示したい
WNG を選択します。

WAAS Node Group Distribution
[WAAS Node Group Distribution] チャートには、各 WNG に分散されたトラフィックの量のグラ
フが表示されます。左側の単位は、範囲によって異なります。
[Show Details For] ドロップダウンリストから、個々の Cisco WAAS ノードの詳細を表示したい
WNG を選択します。

Pass-Through Reasons
[Pass-Through Reasons] チャートには、パススルーの各理由に関するパススルー トラフィック
の量のグラフが表示されます。左側の単位は、範囲によって異なります。
[Show Details For] ドロップダウンリストから、詳細を表示したい理由を選択します。
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Top 10 Pass-Through Reasons
[Top 10 Pass-Through Reasons] 円グラフには、トラフィックが通過した上位 9 個の理由が表示さ
れます。それ以外の理由のトラフィックは、[Other Traffic] という名前の 10 番目のカテゴリに
グループ化されます（合計がすべてのトラフィックの少なくとも 0.1 % になる場合にのみ表示
されます）。
[Show Details For] ドロップダウンリストから、詳細を表示したい理由を選択します。

プラットフォームに関するチャート
この項では、次のチャートについて説明します。
•

CPU Utilization

•

Disk Utilization

CPU Utilization
[CPU Utilization] チャートは、デバイスの CPU 使用率を示します。このチャートは、特定の
WAAS デバイスを選択した場合に限り使用できます。このチャートは、[Monitor] > [Reports] >
[Reports Central] > [Resource Utilization] レポート ページにのみ追加できます。

Disk Utilization
[Disk Utilization] チャートは、デバイスのディスク使用率を示します。このチャートは、特定
の WAAS デバイスを選択した場合に限り使用できます。このチャートは、[Monitor] > [Reports]
> [Reports Central] > [Resource Utilization] レポート ページにのみ追加できます。

統計情報詳細表
次の統計情報詳細の表を使用できます。
•

[Traffic Summary] 表

•

[Network Application Traffic Details] 表

•

[HTTP Acceleration Statistics] 表

•

[HTTPS Acceleration Statistics] 表

•

[ICA Acceleration Statistics] 表

•

[MAPI Acceleration Statistics] 表

•

[NFS Acceleration Statistics] 表

•

[SMB Acceleration Statistics] 表

•

[SSL Acceleration Statistics] 表

いずれかの列見出しをクリックしてその列内のデータに基づいてソートすることにより、表を
ソートできます。列がソートされていることを示す小さな三角形が見出しに表示されます。こ
の三角形をクリックすると、列のソート順が反転します。
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一部の値では、システム レベルとデバイス レベルで異なる計算式が使用され、これらの計算
式が表の説明に記載されています。表で使用される用語は次のとおりです。
•

オリジナルの着信：LAN（クライアント）から WAAS デバイスに入るトラフィック。この
トラフィックは、ピア WAAS デバイスに向けて WAN で送信される前に最適化される必要
があります。

•

オリジナルの発信：ピア WAAS デバイスから WAN で受信した後で、LAN（クライアント）
に向けて WAAS デバイスから出るトラフィック。

•

最適化された着信：WAN から WAAS デバイスに入るトラフィック。このトラフィックは、
クライアントに向けて LAN で送信される前に処理（最適化戻し）される必要があります。

•

最適化された発信：最適化された後で、WAN およびピア WAAS デバイスに向けて WAAS
デバイスから出るトラフィック。

•

パススルー：WAAS デバイスを通過し、最適化されていないトラフィック。

システム レベル、位置レベル、およびデバイス グループ レベルで統計情報を取得するには、
全デバイスのオリジナルの着信、オリジナルの発信、最適化された着信、最適化された発信、
パススルー クライアント、およびパススルー サーバのバイトを合計する必要があります。
[Reduction %] および [Effective Capacity] 値は、すべてのデバイスのこれらの合計された値を使
用して計算されます。

[Traffic Summary] 表
この表は、コンテキストに応じて [Network Traffic Summary]、[Device Traffic Summary]、または
[Location Traffic Summary] と呼ばれ、トラフィックのサマリーを表示します。
システム レベルと位置レベルでは、表内の各行には、この Central Manager に登録されている
か、またはこの位置にあるデバイスごとの合計トラフィック情報が表示されます。デバイス レ
ベルでは、表の各行が、デバイスで定義された各アプリケーションの合計トラフィック情報を
示します。データについては、表 15-5 を参照してください。
表 15-5

[Traffic Summary] 表

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルおよび位置レベルだけで表
示されます）。

アプリケーション

アプリケーション名を表示します。（デバイス レベルでのみ表示されま
す。システム レベルでは、[Network Application Traffic Details] 表 を使用
してこの情報を取得します）。

Original Traffic (Excludes Pass-Through)

パススルー トラフィックを除くオリジナル トラフィックの量を報告し
ます。
システム：（オリジナルの発信 + オリジナルの着信）/ 2
デバイス / デバイス グループ：オリジナルの着信 + オリジナルの発信

Optimized Traffic (Excludes Pass-Through) パススルー トラフィックを除く最適化されたトラフィックの量を報告し
ます。
システム：( 最適化された着信 + 最適化された発信 ) / 2
デバイス / デバイス グループ：最適化された発信 + 最適化された着信
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表 15-5

[Traffic Summary] 表（続き）

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

Pass-Through Traffic

パススルー トラフィックの量を報告します。（この値は WAAS Express
デバイスには適用されません。）
システム：（パススルー クライアント + パススルー サーバ）/ 2
デバイス / デバイス グループ：パススルー クライアント + パススルー
サーバ
列見出しの中のアスタリスク（*）は、この表にデータが含まれるデバイ
スが別のデバイスでシリアル ピアとして設定されており、それら 2 つの
ピア デバイス間で最適化が無効にされていることを示しています。その
ピアから送られるデバイス パススルー トラフィックが原因で、パスス
ルー トラフィックの量が予想される量より多く表示されている可能性が
あります。（詳細については、第 5 章「トラフィック代行受信の設定」の
インライン WAE のクラスタリングに関する情報を参照してください。）1
節約されたバイトの比率を報告します。最適化されたトラフィックだけ
が対象です。

Reduction (%)

( パススルーを除くオリジナル – ( 最適化 )) X 100 / ( パススルーを除くオ
リジナル )
最適化の結果の WAN リンクの実効帯域幅キャパシティを報告します。
値は、元のキャパシティの乗数です。最適化されたトラフィックだけが
対象です。

Effective Capacity

1/（1 – パススルーを除く低下率（%））
1. [Pass-Through Traffic] 列の数は、この特定の WAE（位置レポートの場合、その位置内のすべてのデバイス）を通過したトラフィックの量を
示します。デバイスがシリアル インライン クラスタの一部である場合（つまり、別のデバイスで非最適化ピアとして設定されている場合）、
あるデバイスでパススルーとして示されるトラフィックは、シリアル クラスタ内の別のデバイスによって最適化されている可能性がありま
す。クラスタ内のいずれのデバイスによっても最適化されない（つまり、クラスタ全体を通過した）トラフィックの量を把握することは役
立ちます。
LAN に近いデバイスが過負荷になっていない場合、そのデバイスのパススルーの数値は、パススルー トラフィック全体を正確に示してい
ます。しかし、そのデバイスが過負荷になると、クラスタ内の 2 番目のデバイスが、最初のデバイスが通過させたトラフィックの最適化を
開始するため、この点を考慮する必要があります。この場合、このクラスタのパススルー全体の数値は、次のように算出できます。この計
算は、1 つめのデバイスが過去に過負荷になり、その後解消した場合にも実行する必要があります。
W1 と W2 がシリアル クラスタの一部であり、W1 が LAN に向いており（クラスタがブランチ内にある場合はクライアントの方に近く、ク
ラスタがデータセンター内にある場合はサーバの方に近い）、W2 が WAN に向いているとします。W1 または W2 のいずれによっても最適
化されずにクラスタを通過するトラフィックの量は、(W1 パススルー トラフィック ) – (W2 オリジナル トラフィック ) という計算式で算出
できます。

[Network Application Traffic Details] 表
[Network Application Traffic Details] 表はシステム レベルで使用でき、アプリケーションごとの
合計トラフィック情報を表示します。データは（この表には [Device] 列がない点を除き）
表 15-5 で説明したものと同じです。

[HTTP Acceleration Statistics] 表
[HTTP Acceleration Statistics] 表はシステム レベルとデバイス レベルで使用でき、HTTP アクセ
ラレーションの詳細を表示します。データについては、表 15-6 を参照してください。
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表 15-6

[HTTP Acceleration Statistics] 表

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルだけで表示されます）。

Start Time and End Time

期間の開始時間と終了時間が表示されます。（デバイス レベルだけで表
示されます）。

New Connections Handled

この期間に処理された HTTP 接続の数を報告します。

Average Active Connections/
Active Connections

システム レベルで HTTP アクセラレータで現在処理されている平均のア
クティブな接続の数を報告します。他のレベルでは、アクティブな接続
の数を報告します。

New Bypassed Connections

最初に HTTP アクセラレータで受信され、汎用アクセラレータにプッ
シュされた接続の数を報告します。

Total Time Saved

HTTP 最適化により短縮された時間を報告します。

Total Round-Trip Time

すべての接続の合計ラウンドトリップ時間に、リモート側で処理された
メタデータのキャッシュ ミスの時間を加えたものを報告します。

% Time Saved

すべての集約サンプルについて短縮された接続時間の比率（%）を報告
します。
総短縮時間 / ( 総短縮時間 + すべての接続の総ラウンドトリップ時間 +
リモート側でサービスされたメタデータのキャッシュ ミスの合計時間 )

[HTTPS Acceleration Statistics] 表
[HTTPS Acceleration Statistics] 表はシステム レベルとデバイス レベルで使用でき、HTTPS アク
セラレーションの詳細を表示します。データについては、表 15-7 を参照してください。
表 15-7

[HTTPS Acceleration Statistics] 表

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルだけで表示されます）。

Start Time and End Time

期間の開始時間と終了時間が表示されます。（デバイス レベルだけで表
示されます）。

New Connections Handled

この期間に処理された HTTPS 接続の数を報告します。

Average Active Connections/
Active Connections

システム レベルで HTTP/SSL アクセラレータで現在処理されている接続
の平均数を報告します。他のレベルでは、アクティブな接続の数を報告
します。

Total Time Saved

HTTPS 最適化により短縮された時間を報告します。

Total Round-Trip Time

すべての接続の合計ラウンドトリップ時間に、リモート側で処理された
メタデータのキャッシュ ミスの時間を加えたものを報告します。

% Time Saved

すべての集約サンプルについて短縮された接続時間の比率（%）を報告
します。
キャッシュ ヒットによる総短縮時間 / ( キャッシュ ヒットによる総短縮
時間 + リモート側でサービスされたメタデータのキャッシュ ミスの合計
時間 )
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[ICA Acceleration Statistics] 表
[ICA Acceleration Statistics] 表はシステム レベルとデバイス レベルで使用でき、ICA アクセラ
レーションの詳細を表示します。データについては、表 15-8 を参照してください。
表 15-8

[ICA Acceleration Statistics] 表

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルでのみ表示されます。
WAAS Express デバイスは含まれません）。

Start Time and End Time

期間の開始時間と終了時間が表示されます。（デバイス レベルだけで表
示されます）。

New Connections Handled

この期間に処理された ICA 接続の数を報告します。

Average Active Connections/
Active Connections

システム レベルで ICA アクセラレータで現在処理されている接続の平均
数を報告します。他のレベルでは、アクティブな接続の数を報告します。

Dropped Connections

ICA アクセラレータでドロップされた接続の数を報告します。

Bypassed Connections

最初に ICA アクセラレータで受信され、次に汎用アクセラレータにプッ
シュされた接続の数を報告します。

[MAPI Acceleration Statistics] 表
[MAPI Acceleration Statistics] 表はシステム レベルとデバイス レベルで使用でき、MAPI アクセ
ラレーションの詳細を表示します。データについては、表 15-9 を参照してください。
表 15-9

MAPI アクセラレーション統計情報テーブル

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルでのみ表示されます。
WAAS Express デバイスは含まれません）。

Start Time and End Time

期間の開始時間と終了時間が表示されます。（デバイス レベルだけで表
示されます）。

New Connections Handled

この期間に処理された MAPI 接続の数を報告します。

Average Active Connections/
Active Connections

システム レベルで MAPI アクセラレータで現在処理されている接続の平均
数を報告します。他のレベルでは、アクティブな接続の数を報告します。

New Bypassed Connections

最初に MAPI アクセラレータで受信され、汎用アクセラレータにプッ
シュされた接続の数を報告します。

New Local Request Count

WAE でローカル処理されたクライアント要求の数を報告します。

Avg.Local Response Time

ローカル応答に費やされた平均時間（マイクロ秒単位）を報告します。

New Remote Request Count

WAN 経由でリモート処理されたクライアント要求の数を報告します。

Avg. セグメント分割

リモート応答に費やされた平均時間（マイクロ秒単位）を報告します。

Average Time Saved

すべての集約サンプルについて短縮された平均接続時間（マイクロ秒単
位）を報告します。
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[NFS Acceleration Statistics] 表
[NFS Acceleration Statistics] 表はシステム レベルとデバイス レベルで使用でき、NFS アクセラ
レーションの詳細を表示します。データについては、表 15-10 を参照してください。
表 15-10

[NFS Acceleration Statistics] 表

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルでのみ表示されます。
WAAS Express デバイスは含まれません）。

Start Time and End Time

期間の開始時間と終了時間が表示されます。（デバイス レベルだけで表
示されます）。

New Connections Handled

この期間に処理された NFS 接続の数を報告します。

Average Active Connections/
Active Connections

システム レベルで NFS アクセラレータで現在処理されている接続の平均
数を報告します。他のレベルでは、アクティブな接続の数を報告します。

New Bypassed Connections

最初に NFS アクセラレータで受信され、汎用アクセラレータにプッ
シュされた接続の数を報告します。

New Local Request Count

WAE でローカル処理されたクライアント要求の数を報告します。

Avg.Local Response Time

ローカル応答に費やされた平均時間（ミリ秒単位）を報告します。

New Remote Request Count

WAN 経由でリモート処理されたクライアント要求の数を報告します。

Avg. セグメント分割

リモート応答に費やされた平均時間（ミリ秒単位）を報告します。

% Time Saved

すべての集約サンプルについて短縮された接続時間の比率（%）を報告
します。
(Down – Up) * 100 / (Down)
If(Down != 0)
ここで、各変数は次のように定義されます。
Down = ( 新規のローカル要求数 + 新規のリモート要求数 ) × 平均ローカ
ル応答時間
Up = (( 新規のローカル要求数 × 平均ローカル応答時間 ) + ( 新規のリ
モート要求数 * 平均リモート応答時間 ))

[SMB Acceleration Statistics] 表
[SMB Acceleration Statistics] 表はシステム レベルとデバイス レベルで使用でき、SMB アクセラ
レーションの詳細を表示します。データについては、表 15-11 を参照してください。
表 15-11

[SMB Acceleration Statistics] 表

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルでのみ表示されます。
WAAS Express デバイスは含まれません）。

Start Time and End Time

期間の開始時間と終了時間が表示されます。（デバイス レベルだけで表
示されます）。

New Connections Handled

この期間に処理された SMB 接続の数を報告します。
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表 15-11

[SMB Acceleration Statistics] 表（続き）

表の列

説明と値の計算に使用される計算式

Average Active Connections/
Active Connections

システム レベルで SMB アクセラレータで現在処理されている接続の平均
数を報告します。他のレベルでは、アクティブな接続の数を報告します。

Bypassed Connections

最初に SMB アクセラレータで受信され、次に汎用アクセラレータに
プッシュされた接続の数を報告します。

Total Time Saved

SMB 最適化により短縮された時間を報告します。

Total Round-Trip Time

すべての接続の合計ラウンドトリップ時間に、リモート側で処理された
メタデータのキャッシュ ミスの時間を加えたものを報告します。

% Time Saved

すべての集約サンプルについて短縮された接続時間の比率（%）を報告
します。
キャッシュ ヒットによる総短縮時間 / ( キャッシュ ヒットによる総短縮
時間 + リモート側でサービスされたメタデータのキャッシュ ミスの合計
時間 )

[SSL Acceleration Statistics] 表
[SSL Acceleration Statistics] 表はシステム レベルとデバイス レベルで使用でき、SSL アクセラ
レーションの詳細を表示します。データについては、表 15-12 を参照してください。
表 15-12

[SSL Acceleration Statistics] 表

表の列

説明

デバイス

デバイス名を表示します。（システム レベルだけで表示されます）。

Start Time and End Time

期間の開始時間と終了時間が表示されます。（デバイス レベルだけで表
示されます）。

New Connections Handled

この期間に処理された SSL 接続の数を報告します。

Average Active Connections/
Active Connections

システム レベルで SSL アクセラレータで現在処理されている接続の平均
数を報告します。他のレベルでは、アクティブな接続の数を報告します。

New HTTPS Connections Handled

SSL アクセラレータで処理された HTTPS 接続の数を報告します。

Dropped Connections

SSL アクセラレータでドロップされた接続の数を報告します。

Bypassed Connections

最初に SSL アクセラレータで受信され、汎用アクセラレータにプッシュ
された接続の数を報告します。

定義済みのレポートを使用した WAAS のモニタ
WAAS Central Manager には、システム動作をモニタするために使用できる多くの定義済みのレ
ポートがあります。これらのレポートは、[Monitor] メニューで使用できます。レポートは、
WAAS Central Manager ウィンドウの下部に表示される統計情報の表および特定のチャートとグ
ラフの組み合わせで構成されます。
これらの定義済みレポートは、レポートの表示と編集の説明に従って、[Monitor] メニューで使
用可能な [Manage Report] 機能で編集することによってカスタマイズできます。
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次の定義済みレポートは、WAAS システム レベル、AppNav クラスタ レベル、位置レベル、お
よびデバイス レベルで使用できます。
•

最適化
– Transmission Control Protocol（TCP）サマリー レポート

•

アクセラレーション（WAAS Express デバイス レベルでは一部使用できません）
– HTTP アクセラレーション レポート
– HTTPS アクセラレーション レポート
– SSL アクセラレーション レポート
– MAPI アクセラレーション レポート
– NFS アクセラレーション レポート
– SMB アクセラレーション レポート
– ICA アクセラレーション レポート

•

キャッシングおよび Akamai Connected Cache
– Cache Statistics (Hits)
– Throughput Summary
– HTTP: Bandwidth Savings
– Top Sites

次の定義済みレポートは、WAAS システム レベルでのみ使用できます。
•

Network > サマリー レポート

次の定義済みレポートは、WAAS システム レベルとデバイス レベルでのみ使用できます。
•

Network/Peers > トポロジ レポート

次の定義済みレポートは、デバイス レベルと位置レベルでのみ使用できます。
•

Optimization > [Connection Trend] レポート

次の定義済みレポートは、デバイス レベルでのみ使用できます。
•

最適化
– 接続統計情報レポート

•

アクセラレーション
– SMB アクセラレーション レポート

•

プラットフォーム（WAAS Express または AppNav-XE デバイス レベルでは使用できません）
– [Resource Utilization] レポート
– ディスク レポート

次の定義済みレポートは、AppNav クラスタ レベルと AppNav コントローラ デバイスのデバイ
ス レベルでのみ使用できます。
•

（注）

AppNav > AppNav レポート

1000 以上の WAE が存在する WAAS ネットワークでは、表の列をクリックしてシステム レベル
のレポートの表をソートすると、表を再表示するまでに最大 90 秒の遅延が発生する可能性が
あります。タスクバーの [Print] アイコンをクリックした場合にも、レポートが表示されるまで
に同様の遅延が発生することがあります。
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位置レベルのレポート
位置レベル レポートでは、特定の位置内にあるすべての WAE からのデータが集計されます。
位置の詳細については、第 3 章「デバイス グループとデバイス位置の使用」のデバイス位置の
操作を参照してください。
位置レベル レポートを表示するには、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、[Locations] > [location-name] を選択します。

ステップ 2

[WAAS Central Manager] メニューから、[Monitor] を選択し、[Optimization] または
[Acceleration] カテゴリからレポートを選択します。

レポートをスケジューリングする場合は、任意の数の位置を選択することも可能で、レポート
には選択したすべての位置内のすべてのデバイスのデータが含まれます。詳細については、レ
ポートのスケジューリングを参照してください。
位置レベル レポートでサポートされるデバイスの最大数は、デフォルトで 25 です。この数は、
System.monitoring.maxDevicePerLocation システム プロパティによって最大 250 にまで変更可能
です。詳細については、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のデフォルトのシステム設
定プロパティの変更を参照してください。

Transmission Control Protocol（TCP）サマリー レポート
Transmission Control Protocol（TCP）サマリー レポートには、すべてのトラフィックの概要が
表示されます。次のチャートと表が含まれます。
•

Traffic Summary

•

Effective WAN Capacity

•

Traffic Volume and Reduction

•

Compression Summary

•

Traffic Summary Over Time

•

Compression Summary Over Time

•

Throughput Summary（15-19 ページ）（デバイス レベルと位置レベルでのみ含まれます）

•

[Traffic Summary] 表

HTTP アクセラレーション レポート
HTTP アクセラレーション レポートは、HTTP アクセラレーションの統計情報を示します。次
のチャートと表が含まれます。
•

HTTP: Estimated Time Savings

•

HTTP: Effective WAN Capacity

•

HTTP: Connection Details

•

HTTP: Response Time Savings

•

HTTP: Optimization Count
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•

HTTP: Optimization Techniques

•

[HTTP Acceleration Statistics] 表

WAAS Central Manager は次のキャッシングのタイプに関するモニタ情報を提供します。Basic、
Standard、Advanced、Bypass、および Connected Cache。[Top Sites] チャートを除き、デバイス、
ネットワーク、場所、または AppNav クラスタの各レベルでモニタ情報を表示できます。次の
チャートが含まれます。
•

[Akamai Connected Cache] チャート
– Cache Statistics (Hits)
– Throughput Summary
– HTTP: Bandwidth Savings
– Top Sites

HTTPS アクセラレーション レポート
HTTPS アクセラレーション レポートは、HTTPS アクセラレーションの統計情報を示します。
次のチャートと表が含まれます。
•

HTTPS: Estimated Time Savings

•

HTTPS: Effective WAN Capacity

•

HTTPS: Connection Details

•

HTTPS: Response Time Savings

•

HTTPS: Optimization Count

•

HTTPS: Optimization Techniques

•

[HTTPS Acceleration Statistics] 表

SSL アクセラレーション レポート
SSL アクセラレーション レポートは、SSL アクセラレーションの統計情報を示します。次の
チャートと表が含まれます。
•

SSL: Connection Details

•

SSL: Effective WAN Capacity

•

SSL: Acceleration Bypass Reason

•

[SSL Acceleration Statistics] 表

MAPI アクセラレーション レポート
MAPI アクセラレーション レポートは、MAPI アクセラレーションの統計情報を示します。次
のチャートと表が含まれます。
•

MAPI: Average Response Time Saved

•

MAPI: Effective WAN Capacity

•

MAPI: Connection Details

•

MAPI: Request Optimization
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•

MAPI: Response Time Optimization

•

MAPI: Average Accelerated Client Sessions

•

MAPI: Acceleration Bypass Reason

•

[MAPI Acceleration Statistics] 表

NFS アクセラレーション レポート
NFS アクセラレーション レポートは、NFS アクセラレーションの統計情報を示します。次の
チャートと表が含まれます。
•

NFS: Estimated Time Savings

•

NFS: Effective WAN Capacity

•

NFS: Connection Details

•

NFS: Request Optimization

•

NFS: Response Time Optimization

•

NFS: Versions Detected

•

NFS: Acceleration Bypass Reason

•

[NFS Acceleration Statistics] 表

SMB アクセラレーション レポート
SMB アクセラレーション レポートには、SMB アクセラレーションの統計情報が表示されます。
次のチャートと表が含まれます。
•

SMB: Average Response Time Saved

•

SMB: Effective WAN Capacity

•

SMB: Connection Details

•

SMB: Request Optimization

•

SMB: Response Time Savings

•

SMB: Client Average Throughput

•

SMB: Versions Detected

•

[SMB Acceleration Statistics] 表

ICA アクセラレーション レポート
ICA アクセラレーション レポートには、ICA アクセラレーションの統計情報が表示されます。
次のチャートと表が含まれます。
•

ICA: Effective WAN Capacity

•

ICA: Connection Details

•

ICA: Client Versions

•

ICA: Unaccelerated Reasons

•

[ICA Acceleration Statistics] 表
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（注）

WAAS バージョン 5.0 以降の ICA チャートは、バージョン 4.5 で使用されていたものとは異な
ります。バージョン 4.5 の WAAS デバイスからデータを表示している場合は、デバイスが収集
しているデータが異なるために、チャートに何も表示されません。バージョン 4.5 の WAAS デ
バイスの ICA データは、システム レベルの TCP サマリー レポートで使用できます。詳細につ
いては、Transmission Control Protocol（TCP）サマリー レポートを参照してください。

サマリー レポート
サマリー レポートは、システム動作をモニタするために使用できる定義済みレポートです。こ
れは、システム レベルで使用できます。このレポートには、デフォルトでは次のチャートと表
が表示されます。
•

Traffic Summary

•

Effective WAN Capacity

•

Traffic Summary Over Time

•

Traffic Volume and Reduction

•

Compression Summary

•

Compression Summary Over Time

•

HTTP: Estimated Time Savings

•

HTTP: Effective WAN Capacity

•

MAPI: Effective WAN Capacity

•

SSL: Effective WAN Capacity

•

MAPI: Average Response Time Saved

•

[Network Application Traffic Details] 表

サマリー レポートをカスタマイズして必要なチャートを表示できます。このレポートに表示す
るチャートを選択するには、[Customize] タスクバー アイコンを使用します。レポートには 12
までのチャートが表示できます。

トポロジ レポート
システム レベルの トポロジ レポートには、WAAS デバイス間のすべての接続をグラフィカル
に表現したトポロジ マップが表示されます。
トポロジ マップは、青色の正方形を使用してデバイス間の接続を表示します。グリッドの右側
にある凡例を使用して、デバイス名とグリッドの一番上に表示される番号を関連付けます。
ウィンドウの一番上にあるドロップダウン リストを使用して、次の作業を実行します。
•

デバイス間の代わりにさまざまな位置間の接続を表示する。

•

デバイス名の代わりに接続の数でグリッドを並べ替える。

WAE の横にある [View] アイコンをクリックして、特定の WAE 用のピア デバイスのリストを表
示します。[Peer List] ウィンドウが表示されます。このウィンドウは、デバイス レベルのトポ
ロジ レポートと同じです。
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デバイス レベルのトポロジ レポートでは、特定の WAE に接続されているすべてのピア デバイ
スが一覧表示され、WAAS ネットワーク内のデバイス同士の関係を確認できます。[Peer List]
ウィンドウは、この WAE との最適化された接続に含まれる各ピア デバイスに関する情報を表
示します。システム レベルのトポロジ レポートに移動するには、タスクバーで [Topology] ア
イコンをクリックします。
WAAS Central Manager にピア デバイスが登録されていない場合、名前には「Unknown, this peer
is not being managed by CM」と表示され、IP アドレスには「Unknown」と表示されます。
（注）

WAAS Central Manager デバイスはトラフィックを最適化するためにどの WAE とも組まないた
め、WAAS Central Manager デバイスにはピア デバイスがありません。そのため、WAAS Central
Manager デバイスでは、トポロジ機能を使用できません。

[Connection Trend] レポート
[Connection Trend] レポートには、デバイス上のアプリケーションの接続トレンドが表示されま
す。次のチャートが含まれます。
•

Optimized Connections over Time

•

Optimized vs Pass-Through Connections

接続統計情報レポート
[Connections Statistics] レポートには、デバイスの接続統計情報テーブルが表示されます。この
表は、そのデバイスによって処理されたすべての TCP 接続を表示し、WAE の show statistics
connection EXEC モード コマンド、および WAAS Express の show waas connection brief コマン
ドに対応します。
表の上にある [Source/Destination IP Address] および [Source/Destination Port] フィールドに値を
入力し、[Submit] をクリックすることにより、IP アドレスとポートによって指定された接続の
サブセットを表示するように選択できます。該当する時間帯のアクティブ接続の接続開始時間
を表示するには、[Show Connection Start Time] ドロップダウンリストの [CM Local Time]、
[Device Local Time] および [UTC] のうちの使用可能な値から時間帯を選択します。
（注）

クロックまたは時間帯が WAE で変更される場合、設定同期の実行後にデバイスの時間帯の正
確な時刻が反映されます。
接続統計情報テーブルには、各接続に関する次の情報が表示されます。
•

送信元 IP アドレスおよびポート。

•

宛先 IP アドレスおよびポート。

•

[Peer ID]：ピア デバイスのホスト名。

•

[Applied Policy/Bypass Reason]：適用された最適化ポリシー（それぞれ TFO、DRE、LZ、
およびアプリケーション アクセラレータ）を示すアイコンが表示されます。（アイコンに
マウスを合わせると、その意味が表示されます。）接続が最適化されない場合は、バイパス
の理由が表示されます。

•

[Connection Start Time]：接続が開始された日付と時刻。

•

[Open Duration]：接続を開いていた時間数、分数、秒数。
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（注）

•

元のバイト総数。

•

最適化したバイト総数。

•

圧縮率。

•

[Class map name]：接続にクラス マップが存在しない場合、この列にはハイフンが表示され
ます。この接続のクラス マップを作成するには、行の左側にあるオプション ボタンをク
リックし、[Create Class-Map] タスクバー アイコンをクリックして [Optimization Class-Map]
ペインを表示します。クラス マップおよび一致条件の作成については、第 12 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。

WAE がデバイス グループからポリシーを継承している場合、ユーザが無意識のうちにデバイ
ス グループのポリシーを上書きしないように、[Create Class Map] ボタンは使用できなくなりま
す。クラス マップを作成するには、まずデバイス グループのポリシー ページを上書きしてか
ら、接続統計情報レポートに戻る必要があります。
接続統計情報テーブルのデータは、最初にテーブルを表示したときにデバイスから取得されます。
接続統計情報テーブルから、次のタスクを実行できます。
•

タスクバーの [Show] ドロップダウン リストから [Quick Filter] を選択することにより、選
択した基準に基づいた特定の接続を表示するためのフィルタ設定を適用します。

•

[Refresh] タスクバー アイコンをクリックして、テーブルを更新します。

•

[Export] タスクバー アイコンをクリックして、テーブルをスプレッドシートにエクスポー
トします。

•

接続エントリの横にある [Details] アイコンをクリックして、接続の詳細を表示します。

[Connection Details] ウィンドウには、接続アドレス、ポート情報、ポリシー情報、およびトラ
フィック統計情報が含まれます。また、このウィンドウには、リアルタイムのトラフィック統
計情報をプロットするグラフも表示され、2 秒ごとに更新されます。

（注）

[Connection Details] ウィンドウで、[Percentage Compression] の値が負になっている場合
は、[Percentage Compression] および [Effective Capacity] 値は表示されません。

場合によっては、Central Manager が WAE デバイス レベルで [Connections Statistics] ページの詳
細をフェッチできないことがあります。このことが生じるのは、WAE が内部 IP を管理目的で
Central Manager および RPC 用の外部 IP（NAT）とともに使用するとき、または登録目的で
WAAS Central Manager とともに使用するとき、および内部 IP に WAAS Central Manager から到
達不可の場合です。

[Resource Utilization] レポート
[Resource Utilization] レポートには、次のチャートが表示されます。
•

CPU Utilization

•

Disk Utilization
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ディスク レポート
ディスク レポートには、物理ディスクおよび論理ディスクの情報が示されます。
レポート ウィンドウには、各ディスクに関する次の情報が表示されます。
•

ディスク名、シリアル番号、ディスク サイズを含む物理ディスク情報。

•

現在のステータス。[Present] フィールドは、ディスクが存在する場合は [Yes]、ディスクが
管理目的でシャットダウンされている場合は [Not Applicable] を示します。

•

操作ステータス：NORMAL、REBUILD、BAD、UNKNOWN、または Online。

•

管理者ステータス：ENABLED または DISABLED。[Administrative Status] フィールドに
[DISABLED] が表示されている場合、[Present] フィールドには [Not Applicable] が表示され
ます。

•

現在および今後のディスク暗号化ステータス。

•

RAID レベル。RAID 5 デバイスの場合、[Disk Information] ウィンドウには RAID デバイス
名、RAID ステータス、および RAID デバイス サイズが表示されます。

•

エラー情報（エラーが検出された場合）。

タスクバーの [Export Table] アイコンをクリックすると、このウィンドウからすべてのディスク
情報の詳細を Excel スプレッドシートに保存できます。

AppNav レポート
[AppNav] レポートには、AppNav のフロー分散情報が表示されます。このレポートは、AppNav
クラスタ レベル（この場合は AppNav クラスタ 全体に関する統計情報を示します）と AppNav
コントローラ（ANC）のデバイス レベル（この場合は 1 つの ANC に関する統計情報を示しま
す）で使用できます。
次のチャートと表が含まれます。
•

Total AppNav Traffic

•

AppNav ポリシー

•

Top 10 AppNav Policies

•

Top 10 WAAS Node Group Distribution

•

WAAS Node Group Distribution

•

Pass-Through Reasons

•

Top 10 Pass-Through Reasons

AppNav クラスタ レベルで、次の追加のコントロールがタスクバーに表示されます。
•

[Scope] ドロップダウンリストを使用すると、クラスタ全体または個々の ANC のデータを
表示することを選択できます。

•

AppNav[Policy Rule] ドロップダウンリストを使用すると、データ表示される AppNav ポリ
シーを選択できます（WAAS アプライアンスの AppNav クラスタの場合のみ表示されます）。

•

[Context] プルダウン リストでは、データが表示される AppNav コンテキスト（またはすべ
てのコンテキスト）を選択できます（AppNav-XE クラスタの場合のみ表示されます）。
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（注）

AppNav クラスタ レベルでは、クラスタ内のすべての ANC 上の設定が一致しない場合、チャー
トにデータが表示されないことがあります。この状況を解決するには、Central Manager メ
ニューから [AppNav クラスタs] > [cluster-name] を選択し、[Force Settings on all Devices in a
Group] という名前のタスクバー アイコンをクリックします。約 15 分経過すると、AppNav
チャートにデータが表示されます。

レポートの管理
WAAS Central Manager を使用すると、定義済みレポートを編集し、カスタム レポートを作成で
きます。さらに、レポートを毎時、毎日、毎週、毎月など定期的に生成されるようにスケ
ジューリングできます。スケジューリングされたレポートを生成する場合、レポートへのリン
クは電子メールで送信され、受信者に通知されます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

カスタム レポートの作成

•

レポートの表示と編集

•

レポートのスケジューリング

•

スケジューリングされたレポートの表示または削除

カスタム レポートの作成
レポートは、最大 8 つのチャートと表で構成されます。システムおよびデバイス ダッシュボー
ドの表示は、定義済みレポートや、[Monitor] メニューで使用可能な他のレポートの例です。
レポートは、デバイス レベルではなく、システム レベルに限り作成できます。
カスタム レポートを作成するには、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、[Monitor] > [Reports] > [Reports Central] を選択します。

ステップ 2

[Create] タスクバー アイコンをクリックします。図 15-15 に示すように、[Create Report] ペイン
が表示されます。
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図 15-15

ステップ 3

[Create Report] ペイン

[Name] フィールドに、レポートの名前を入力します。最大で 64 文字まで指定可能です。数字、
文字、スペース、ピリオド、ハイフン、およびアンダースコアのみ使用できます。

ステップ 4 （任意）[Description] フィールドに、レポートの説明を入力します。
ステップ 5

ペインの左側にあるリストで、レポートに表示する各チャートと表の横にあるチェックボック
スを選択します。チャートの説明については、チャートと表の説明を参照してください。
カテゴリ名の横にある小さな三角形をクリックすることによって、カテゴリを展開します。
チャート名をクリックすることによって、チャートのプレビューと説明を表示します。表は、
最後のカテゴリである [Statistics Details] に一覧表示されます。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7 （任意）いずれかのチャートの設定を次のようにカスタマイズします。
a.

[Report Templates] 表内のレポート名をクリックすることによって、レポートを表示します。

b.

ダッシュボードまたはレポートのカスタマイズで説明されているように、期間や時間帯な
どのレポートの設定をカスタマイズできます。

c.

チャートの左上にある [Edit] アイコンをクリックして、チャートの設定をカスタマイズし
ます。詳細については、チャートの設定を参照してください。

d.

[OK] をクリックします。
カスタマイズするチャートごとに、この手順を繰り返します。

レポートを作成する別の方法として、既存の似ているレポートをコピーし、それを新しいレ
ポートに変更することもできます。レポートをコピーするには、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、[Monitor] > [Reports] > [Reports Central] を選択します。

ステップ 2

コピーするレポートの横にあるボックスを選択します。
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ステップ 3

[Copy] タスクバー アイコンをクリックします。[copy report] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Name] フィールドに、レポートの名前を入力します。

ステップ 5 （任意）[Description] フィールドに、レポートの説明を入力します。
ステップ 6

[OK] をクリックします。
レポートが [Reports] 表に追加されます。

レポートの表示と編集
レポートを表示または編集するには、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、[Monitor] > [Reports] > [Reports Central] を選択します。

ステップ 2

表示または編集するレポートの名前をクリックします。
[Show] ドロップダウン リストから [Quick Filter] を選択し、フィルタ基準を入力することに
よって、リストをフィルタできます。

ステップ 3

レポート内のいずれかのチャートまたは表を変更するには、ダッシュボードまたはレポートの
カスタマイズで説明されている標準のチャート編集方法を使用します。

ステップ 4

レポートを保存するには、[Save] をクリックし、レポートを別の名前で保存するには、[Save
As] をクリックします。

[Reports] 表からレポートを削除するには、そのレポートの横にあるチェックボックスを選択
し、[Delete] タスクバー アイコンをクリックします。
admin ユーザは、すべてのユーザが作成したレポートの表示、編集、および削除を実行できま
す。定義済みのレポートの表示および編集も実行できます。admin 以外のユーザは、自身が作
成したレポートの表示、編集、および削除を実行できます。また、定義済みのレポートの表示
および編集も実行できます。

レポートのスケジューリング
レポートを 1 回、または日別、週別、月別など定期的に生成するようスケジューリングできま
す。スケジューリングされたレポートが生成されると、レポートのコピーを電子メールで送信
できます。

（注）

カスタム レポートをスケジューリングし、それが保留状態になった後は、そのスケジューリング
されたカスタム レポートを削除できません。レポートを削除できるのは、生成後に限ります。
レポートをスケジューリングするには、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、[Monitor] > [Reports] > [Reports Central] を選択します。

ステップ 2

スケジューリングするレポートの横にあるボックスを選択します。

ステップ 3

タスクバーの [Schedule] アイコンをクリックします。図 15-16 に示すように、[scheduling] ウィ
ンドウが表示されます。
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図 15-16

レポートのスケジューリング

ステップ 4

[Date] フィールドにスケジュール日付を DD/MM/YYYY の形式で入力するか、または [calendar]
アイコンをクリックして、日付を選択するカレンダーを表示します。

ステップ 5

[Hours] ドロップダウン リストで、時間を選択します。時間は WAAS Central Manager の現地時
間を示します。

ステップ 6

[Minutes] ドロップダウン リストで、分を選択します。時間は WAAS Central Manager の現地時
間を示します。

ステップ 7

[Frequency] ドロップダウン リストでは、レポートの頻度（[Once]、[Hourly]、[Daily]、
[Weekly]、または [Monthly]）を選択します。

ステップ 8

[No. of Reports] フィールドに、繰り返し発生するレポートを生成する回数を入力します。最大
1825 回まで生成するようにスケジューリングできます。指定された回数レポートを生成した
ら、レポートは生成されません。

ステップ 9

[Email PDF] または [Email CSV] チェックボックスを選択すると、選択した形式でレポートを受
信できます。

ステップ 10 [Email Id] フィールド（[Email PDF] または [Email CSV] チェックボックスが選択されている場

合のみ有効）に、レポートの受信者の電子メール アドレスをカンマで区切って入力します。
ステップ 11 [Email Subject] フィールドに、電子メール メッセージの件名を入力します。
ステップ 12 [Select] ドロップダウン リストで、オプション（[Device(s)]、[DeviceGroup]、[Cluster]、または

[Location]）を選択して、選択したエンティティのリストを表示します。
ステップ 13 [Select entity] 領域で、レポートの統計情報に含めるデバイスを選択します。含める各デバイ

ス、デバイス グループ、クラスタ、または位置の横にあるチェックボックスを選択します。
長いリスト内のエンティティを検索するには、[Show] ドロップダウン リストから [Quick Filter]
を選択し、リストの上にあるフィールドにエンティティ名（完全な名前または部分的な名前）
を入力します。検索は大文字と小文字を区別します。
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ステップ 14 [OK] をクリックします。
ステップ 15 レポートを生成したときに電子メール通知を行うため、電子メール サーバを設定します。詳細

については、第 10 章「その他のシステム設定の構成」の E メール通知サーバの設定を参照し
てください。

（注）

1000 以上の WAE が存在する WAAS ネットワークでは、スケジューリングされたレポートの生
成に最大 4 分かかる場合があります。同時に複数のレポートをスケジューリングする場合、レ
ポート数およびデバイス数に応じて、レポートの生成に最大 20 分の遅延が発生します。

スケジューリングされたレポートの表示または削除
スケジューリングされたレポートを表示または削除するには、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、[Monitor] > [Reports] > [Reports Central] を選択します。
[Reports] ウィンドウの下部には、どのタブを選択したかに応じて、完了したレポートまたは保
留中のスケジューリングされたレポートが一覧表示されます。（表の上にある [Show filter] を使
用して、表示されるレポートをフィルタすることができます。）

ステップ 2 （任意）[Completed Reports] タブにある完了したレポート インスタンスを表示する場合は、

[Status] 列内の [Completed] リンクをクリックします。
（注）

スケジューリングされたレポートの完了したインスタンスごとに、[Frequency] 列には
[Once] が表示され、[Completed Time] にはレポートが生成された日付と時刻が表示され
ます。

ステップ 3 （任意）保留中のレポートのリストを表示する場合は、[Pending Reports] タブをクリックします。
ステップ 4 （任意）[Completed Reports] または [Pending Reports] タブ内のレポートを削除する場合は、削除

する 1 つ以上のレポート インスタンスの横にあるボックスを選択し、[Delete] タスクバー アイ
コンをクリックします。

WAAS は最後に完了した、または失敗した 10 のレポート インスタンスをカスタム レポートご
とに保存します。この数は、System.monitoring.maxReports システム プロパティによって設定
可能です。このプロパティの詳細については、第 10 章「その他のシステム設定の構成」のデ
フォルトのシステム設定プロパティの変更を参照してください。
admin ユーザは、すべてのユーザによってスケジューリングされたレポートまたはレポート作
成者の名前を表示できます。admin 以外のユーザは、自身がスケジューリングしたレポートの
み表示できます。
定義済みレポートに対する変更は、個々のユーザごとに保存されます。つまり、あるユーザがス
ケジューリングされた定義済みレポートを変更した場合、変更はそのユーザにのみ表示され、他
のユーザ（admin ユーザを含む）にはデフォルト設定のレポートが引き続き表示されます。
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外部ユーザによってスケジュールされたすべてのレポートは、ログインがなかった最大日数が
経過してそのユーザが削除された場合は、削除されます。詳細については、第 10 章「その他
のシステム設定の構成」の cdm.remoteuser.deletionDaysLimit システム設定プロパティを参照し
てください。

（注）

カスタム レポートをスケジューリングし、それが保留状態になった後は、そのスケジューリング
されたカスタム レポートを削除できません。レポートを削除できるのは、生成後に限ります。

フロー モニタリングの設定
フロー モニタリング アプリケーションは、アプリケーションの傾向の調査、ネットワーク計画、
ベンダー展開による影響の調査で使用されるトラフィック データを収集します。この項では、
WAE でのフロー モニタリング機能の設定方法について、次のトピックに分けて説明します。
•

NetQoS でのフロー モニタリング機能の設定

•

NetFlow バージョン 9 でのフロー モニタリング機能の設定

•

フロー モニタリングのアラーム

•

フロー モニタリングの NetQoS の使用例

NetQoS でのフロー モニタリング機能の設定
NetQoS のモニタリング アプリケーションが WAAS ソフトウェアと相互動作して、フロー モニ
タリングを提供できます。このアプリケーションを WAAS ソフトウェアと統合するには、
WAE デバイスに NetQoS FlowAgent モジュールを設定します。WAE での NetQoS FlowAgent モ
ジュールは、パケット フローの重要なメトリックを収集します。このメトリックはその後、
ネットワークを介して NetQoS SuperAgent に送信されます。このモニタリング エージェントは
データを分析し、レポートを生成します。この機能が動作するには、NetQoS FlowAgent での追
加の設定が必要です（フロー モニタリングの NetQoS の使用例を参照）。
モニタリング エージェントは、コンソール（またはホスト）とコレクタの 2 つのモジュールで
構成されています。WAE は、この 2 つのモニタリング エージェント モジュールに対して 2 種
類の接続を開始します。つまり、コンソールへの一時接続と、コレクタへの固定接続です。
WAE CLI または Central Manager GUI のいずれかで flow monitor tcpstat-v1 host コンフィギュ
レーション モード コマンドを使用して、WAE でのコンソール IP アドレスを設定します。この
一時接続は、コントロール コネクションと呼ばれます。コントロール コネクションには TCP
ポート 7878 が使用されます。その目的は、WAE の割り当て先のコレクタの IP アドレスとポー
ト番号を取得することです。また、WAE は、コントロール コネクションでモニタされるサー
バに関する設定情報を取得します。WAE は、コントローラの IP アドレスとポート番号を取得
すると、コレクタへの固定接続を開きます。モニタされているサーバの収集された要約データ
は、固定接続を介して送信されます。
コンソール（またはホスト）モジュールとコレクタ モジュールは、1 つのデバイス上に配置す
ることも、別個のデバイス上に配置することもできます。これらの接続は、互いに独立してい
ます。片方の接続に障害が発生しても、もう一方の接続の障害発生原因とはなりません。
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この接続の状態とさまざまな操作統計情報を表示するには、show statistics flow monitor
tcpstat-v1 EXEC モード コマンドを使用します。接続エラーおよびデータ転送エラーが、WAE
および Central Manager GUI でアラームをトリガーします（フロー モニタリングのアラーム を
参照）。デバッグ情報を表示するには、debug flow monitor tcpstat-v1 EXEC モード コマンドを
使用します。
Central Manager GUI を使用して WAE で NetQoS フロー モニタリングを設定するには、次の手
順に従います。
ステップ 1

[Device Groups] > [device-group-name] > [Create New Device Group] を選択して、複数のデバイス
でフロー モニタリングを設定するための新しいデバイス グループを作成します。
a.

デバイス グループを作成するとき、[Automatically assign all newly activated devices to this
group] チェックボックスを選択してこのオプションを有効にします。

b.

既存の WAE デバイスを、この新しいデバイス グループに追加します。

ステップ 2

[Device Group listing] ウィンドウで、設定するフロー モニタリング設定デバイス グループの名
前の横にある [Edit] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[Configure] > [Monitoring] > [Flow Monitor] を選択します。[Flow Monitor Settings for Device
Group] ウィンドウが表示されます

ステップ 4

[Destination IP Address] フィールドに、モニタリング エージェント コンソールの IP アドレスを
入力します。
この設定により、WAE は、コレクタ デバイスの IP アドレスの取得を目的としてコンソールへ
の一時接続（コントロール コネクション）を確立できます。コンソール デバイスからコレク
タの IP アドレス情報を設定する必要があります（NetQoS フロー モニタリング アプリケーショ
ン ソフトウェアの設定マニュアルを参照）。

ステップ 5

[Enable Flow Monitor] チェックボックスを選択します。

ステップ 6

[Submit] をクリックし、設定をこのデバイス グループのデバイスに適用します。

CLI を使用して WAE で NetQoS フロー モニタリングを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

WAE にモニタリング エージェント コンソールの IP アドレスを登録します。
WAE(config)# flow monitor tcpstat-v1 host 10.1.2.3

この設定により、WAE は、コレクタ デバイスの IP アドレスの取得を目的としてコンソール
（またはホスト）への一時接続（コントロール コネクション）を確立できます。コンソール デ
バイスからコレクタの IP アドレス情報を設定する必要があります（NetQoS フロー モニタリン
グ アプリケーション ソフトウェアの設定マニュアルを参照）。
ステップ 2

WAE アプライアンス上のフロー モニタリングを有効にします。
WAE(config)# flow monitor tcpstat-v1 enable

ステップ 3

show running-config EXEC コマンドを使用して、設定をチェックします。
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NetFlow バージョン 9 でのフロー モニタリング機能の設定
NetFlow v9 は、シスコが開発した、IP トラフィック情報を収集するためのテンプレートに基づ
くプロトコルです。NetFlow v9 のレコード形式は、パケット ヘッダーとそれに続くデータ フ
ローセットのテンプレート フローセットで構成されます。テンプレート フローセットには、
データ フローセット内で送信されるフィールドの説明が含まれます。データ フローセットは、
エクスポート パケットに入れられるフロー情報を含むデータ レコードの集合です。
WAAS v5.3.1 以降では、Netflow v9 に次の機能を提供します。
•

固定形式を使用する NetFlow v5 とは異なり、NetFlow v9 ではテンプレート形式を使用しま
す。すべての WAAS 最適化エンジンはこのテンプレート形式を使用して、Cisco ネット
ワーク解析モジュール（NAM）、Cisco Prime、Solarwinds などのコレクタにデータをエクス
ポートします。

•

テンプレート形式では、新機能を NetFlow v9 に迅速に追加できます。

•

テンプレートは数分おきに変更が確認され、データ レコードに関するフィールド情報をコ
レクタに提供するために 1 時間ごとに送信されます。

•

NetFlow v9 は WAAS トランザクション ログ情報を使用し、データを外部デバイスに送信で
きるようにするエクスポータ コードを追加します。

•

NetFlow v9 はすべての WAAS 最適化エンジンで使用できます。しかし、WAAS AppNav で
は使用されません。

•

デフォルトでは、すべての WAAS クラス マップがモニタされます。特定のクラス マップ
がモニタされないようにする場合は、NetFlow v9 の無効化を参照してください。

Central Manager GUI または CLI のいずれかを使用して、WAE で NetFlow v9 を設定するには、
次の 4 つのモニタ領域を設定します。
•

Flow Record：コレクタに送信する、WAAS 固有のフロー情報が含まれます。

•

Flow Exporter：エクスポートされる情報の宛先の詳細、およびこの情報の形式が含まれます。

•

Flow Monitor：どのフロー レコードがどのフロー エクスポータに送信されるのかを指定し
ます。

•

Class Map：WAAS v5.3.1 以降の場合、デフォルトで、モニタはすべてのクラス マップ ポリ
シーでグローバルに有効になります。特定のデバイスをモニタしない場合、そのデバイス
のモニタを手動で無効にします。

CLI を使用して WAE で NetFlow v9 フロー モニタリングを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

次のコマンドを使用して、Netflow エクスポートの一部として収集するフィールドを設定する
ためのフロー レコードを作成します。
WAE(config)# flow record RecordName
WAE(config)# collect waas ?

表 15-13

コレクション パラメータ

コレクション パラメータ

説明

application-name

フローのアプリケーション名を収集します。

bytes

フローのバイト数を収集します。

class-name

フローのクラス名を収集します。

connection-mode

フローの接続モードを収集します。
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ステップ 2

dre

フローの DRE 詳細を収集します。

lz

フローの LZ 詳細を収集します。

パケット

フローのパケット数を収集します。

passthrough-reason

フローのパススルーの理由を収集します。

次のコマンドを使用して、フロー エクスポータを作成します。これには、Netflow の宛先 IP ア
ドレスとポートが含まれます。
WAE(config)# flow exporter
WAE(config-flow_exporter)#
WAE(config-flow_exporter)#
WAE(config-flow_exporter)#
WAE(config-flow_exporter)#
WAE(config-flow_exporter)#

ステップ 3

ExporterName
destination 2.2.2.2
description Descriptive name
export-protocol IPFIX
transport udp 12000
exit

次のコマンドを使用して、フロー モニタを作成し、フロー レコードをフロー エクスポータに
関連付けます。
WAE(config)# flow monitor
WAE(config-flow_monitor)#
WAE(config-flow_monitor)#
WAE(config-flow_monitor)#
WAE(config-flow_monitor)#

MonitorName
description Descriptivename
exporter ExporterName
record RecordName
enable

NetFlow v9 の無効化
デフォルトでは、フロー モニタリングはすべてのデバイスで有効になっています。特定のクラ
スのモニタを無効にするには、次のコマンドを使用します。
WAE(config)# policy-map type waas PmapName
WAE(config)# class ClassName
WAE(config)# {no} flow-monitor enable

NetFlow v9 のエクスポートされるフィールド
Netflow v9 では、Netflow コレクタにいくつかのフィールドを提供できます。次の表は、これら
のフィールドの数例を示しています。
表 15-14

Netflow v9 のエクスポートされるフィールド

エクスポートされるフィールド

説明および対応する数値

Segment id

最適化されたフローのセグメントで、値は 1、2、4、8、
または 16 です。値 1 は Edge WAE の最適化されない側
で、値 16 はパススルー フローです。

Source IP

発信元の IP アドレス。

宛先 IP

宛先の IP アドレス。

NextHop

ネクスト ホップ ルータの IP アドレス。

入力インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス。

出力インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス。

送信元ポート

TCP/UDP 送信元ポート番号または同等のもの。
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宛先ポート

TCP/UDP 宛先ポート番号または同等のもの。

TCP Flags

TCP フラグの累積 OR。

Packets

フロー内のパケット。

Bytes

未使用のバイト数。

Start Time

フローの開始時のシステム稼働時間。

End Time

フローの最後のパケットが受信されたときのシステム稼
働時間。

プロトコル

IP プロトコル（例：TCP=6、UDP=17）。

Type of Service：タイプ オブ サー サービスのタイプ。
ビス
Source ASN

送信元の自律システム番号、起点またはピア。

Destination ASN

宛先の自律システム番号、起点またはピア。

Source Mask

プレフィックス マスクの送信元アドレス（ビット単位）。

Destination Mask

プレフィックス マスクの宛先アドレス（ビット単位）。

Application Name

接続のアプリケーション トラフィックの名前。

Class Name

クラス名。

Connection Mode

現在の接続モード。値は 1（TFO）、3（TFO + DRE）、5
（TFO + LZ）、または 7（TFO + DRE + LZ）。

Pass-Through Reason

トラフィックが最適化されなかった理由。

受信バイト数

受信されたバイト数。

送信バイト数

送信されたバイトの数。

Packets Received

受信されたパケット数。

Packets Sent

送信されたパケット数。

DRE In Bytes

圧縮前の DRE バイト数。

DRE Out Bytes

圧縮後の DRE バイト数。

DRE Encode Latency

最適化された接続に対する DRE エンコード操作中に発生
した遅延の量。

DRE Decode Latency

最適化された接続に対する DRE デコード操作中に発生し
た遅延の量。

LZ In Bytes

圧縮前の LZ バイト数。

LZ Out Bytes

圧縮解除後の LZ バイト数。

LZ Encode Latency

LZ で圧縮されたメッセージ操作に関連した遅延（伝送遅
延）の量。

LZ Decode Latency

LZ で圧縮解除されたメッセージ操作に関連した遅延（伝
送遅延）の量。

Original Bytes

最適化されていないバイト数。

Optimized Bytes

最適化されたバイト数。
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NetFlow v9 パススルーの理由
パススルーの理由がコレクタに送信されます。次の表は、パススルーの番号および関連する理
由を示しています。
表 15-15

パススルーの番号およびパススルーの理由

パススルーの番号

Pass-Through Reason

0

PE_CONN_UNKNOWN

1

PE_CONN_PT_APP_CONFIG

2

PE_CONN_PT_GLB_CONFIG

3

PE_CONN_PT_OVERLOAD

4

PE_CONN_PT_CPU_OVERLOAD

5

PE_CONN_PT_IN_PROGRESS

6

PE_CONN_PT_PE_INT_ERROR

7

PE_CONN_PT_DYN_BYPASS

8

PE_CONN_INT_CLIENT

9

PE_CONN_INT_SERVER

10

PE_CONN_ACCEL_OPTIMIZED

11

PE_CONN_ACCEL_NON_OPTIMIZED

12

PE_CONN_APP_DYN_MITCH_OPTIMIZED

13

PE_CONN_APP_DYN_MITCH_NON_OPTIMIZED

14

PE_CONN_OPT_TCP_PLUS

15

PE_CONN_ORIG_TCP_PLUS

16

PE_CONN_OPT_PREPOSITION

17

PE_CONN_ORIG_PREPOSITION

18

PE_CONN_OPT_TCP_ONLY

19

PE_CONN_ORIGIN_TCP_ONLY

20

PE_CONN_PT_NO_PEER

21

PE_CONN_PT_RJCT_CAPABILITIES

22

PE_CONN_PT_RJCT_RESOURCES

23

PE_CONN_PT_NO_LICENSE

24

PE_CONN_PT_ASYMMETRIC

25

PE_CONN_PT_INTERMEDIATE

26

PE_CONN_PT_FB_INT_ERROR

27

PE_CONN_PT_AD_INT_ERROR

28

PE_CONN_PT_SQ_INT_ERROR

29

PE_CONN_PT_APP_OVERRIDE

30

PE_CONN_PT_SVR_BLACKLIST

31

PE_CONN_PT_AD_VER_MISMATCH
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32

PE_CONN_PT_AD_AO_INCOMPAT

33

PE_CONN_PT_AD_AOIM_PROGRESS

34

PE_CONN_PT_DIRM_VER_MISMATCH

35

PE_CONN_PT_DIRM_INT_ERROR

36

PE_CONN_PT_PEER_OVERRIDE

37

PE_CONN_PT_AD_OPT_PARSE_FAIL

38

PE_CONN_PT_AD_SERIAL_MODE_PEER

39

PE_CONN_PT_INTERCEPTION_ACL

40

PE_CONN_PT_WCCP_SHUTDOWN_ACTIVE

41

PE_CONN_PT_AD_IP_FRAG

トラブルシューティング：フロー モニタリング
フロー モニタ情報をトラブルシューティングする場合は、次のコマンドを使用します。
表 15-16

フロー モニタリングのトラブルシューティング コマンド

コマンド タイプ

コマンド

show コマンド

#
#
#
#

show statistics コマンド

# show statistics flow monitor MonitorName
# show statistics flow exporter ExporterName

clear statistics コマンド

# clear statistics flow monitor MonitorName
# clear statistics flow exporter ExporterName

tcpdump コマンド

# tcpdump

show
show
show
show

flow
flow
flow
flow

record RecordName
record RecordName template
ExporterName exporter
monitor

フロー モニタリングのアラーム
表 15-17 では、フロー モニタリングでエラーが発生したときに出される 4 つの異なるアラーム
を説明しています。
表 15-17

フロー モニタリングのアラーム

名前

重大度

説明

CONTROL_CONN

Major

コントロール コネクションに問題があること
を示します。

COLLECTOR_CONN

Major

コレクタ接続に問題があることを示します。
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表 15-17

フロー モニタリングのアラーム

名前

重大度

SUMMARY_COLLECTION Minor

説明
パケット要約情報の収集に問題があることを
示します。
バッファ キュー制限に達したか、メモリを割
り当てられないなどの TFO（Transport File
Optimization）エラーにより、要約パケット
はドロップされます。
また、要約パケットの収集は使用可能な
WAN 帯域幅にも依存することがあります。

DATA_UPDATE

Minor

WAE が更新をコレクタ エージェントに送信
できない問題があることを示します。

フロー モニタリングの NetQoS の使用例
NetQoS を WAAS ソフトウェアに統合するには、WAE デバイスで NetQoS FlowAgent を実行し
ます。FlowAgent は、NetQoS が開発したソフトウェア モジュールで、WAE 装置にあります。
FlowAgent はパケット フローに関するメトリックを収集します。このメトリックはその後、
ネットワークを介して NetQoS SuperAgent に送信されます。SuperAgent は、ラウンドトリップ
時間、サーバ応答時間、およびデータ転送時間を測定してから、データを分析してレポートを
生成します。

（注）

NetQoS SuperAgent とともにフロー モニタリングを使用する場合、WAE でのフロー モニタリン
グでは最適化されたトラフィックのみが取り込まれます。
NetQoS でフロー モニタリングを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1

WAE CLI または Central Manager GUI で、WAE 装置の [Destination IP Address] フィールドに
SuperAgent Master Console IP アドレスを入力します。
デバイス グループを使用して複数の WAAS デバイスを設定する場合、デバイス リスト内のす
べてのデバイスに設定が伝播されるまで待ちます。

ステップ 2

NetQoS SuperAgent コンソールで WAE を SuperAgent Aggregator（WAAS 用語ではコレクタ）に
割り当て、NetQoS ネットワーク、サーバ、およびアプリケーションの各エンティティを設定
します。

（注）

NetQoS SuperAgent Master Console の使用と NetQoS SuperAgent エンティティの設定についての
詳細は、Web サイト（http://support.ca.com）を参照してください。
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ログの設定および表示
ここでは、次の内容について説明します。
•

システム ログ機能の設定

•

トランザクション ログ機能の設定

•

システム メッセージ ログの表示

•

監査証跡ログの表示

•

デバイス ログの表示

システム ログ機能の設定
システム ログ ファイル（Syslog）の特定のパラメータを設定するには、WAAS システム ログ
機能を使用します。このファイルには、認証項目、特権レベル設定、および管理詳細が含まれ
ています。システム ログ ファイルは、システム ファイル システム（SYSFS）パーティション
に \local1\syslog.txt として配置されます。
システム ログ機能を有効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [Log Settings] > [System Log] を選択します。[System Log Settings]
ウィンドウが表示されます（図 15-17 を参照）。
図 15-17

[System Log Settings] ウィンドウ
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ステップ 3

ステップ 4

コンソールへ送るシステム ログ ファイルを有効にします。
a.

[Console Settings] セクションで、[Enable] チェックボックスを選択します。

b.

[Priority] ドロップダウン リストから、指定したリモート Syslog ホストへ送信する必要があ
るメッセージの重大度を選択します。デフォルトの優先順位コードは、「warning」（レベル
4）です。各 Syslog ホストは、異なるレベルのイベント メッセージを受信できます（優先
順位レベルのリストについては、表 15-18を参照してください）。

ディスクに送信される syslog ファイルを有効にします。
a.

[Disk Settings] セクションで、[Enable Disk Settings] チェックボックスを選択します。この
設定は、デフォルトでオンになっています。

b.

[File Name] フィールドに、Syslog ファイルがディスクに保存されるパスとファイル名を入
力します。

c.

[Priority] ドロップダウン リストから、指定したリモート Syslog ホストへ送信する必要があ
るメッセージの重大度を選択します。デフォルトの優先順位コードは、「warning」（レベル
4）です。各 Syslog ホストは、異なるレベルのイベント メッセージを受信できます（優先
順位レベルのリストについては、表 15-18を参照してください）。

d.

[Recycle] フィールドで、ディスクに保存される syslog ファイルの再利用可能なサイズ（バ
イト単位）を指定します。（ファイル サイズのデフォルト値は 10000000 です。）
現在のログ ファイルのサイズが再利用サイズを超えると、ログ ファイルが切り替わります
（ログ ファイルのデフォルトの再利用サイズは、10,000,000 バイトです）。ログ ファイルの
切り替えは最大 5 回繰り返されます。毎回の切り替えはオリジナル ログと同じディレクト
リに log_file_name.[1-5] として保存されます。
切り替えるログ ファイルは、[File Name] フィールドで設定します（または logging disk
filename コマンドを使用します）。

ステップ 5

ステップ 6

ホスト サーバに送信する Syslog ファイルを有効にします。
a.

[Host Settings] セクションで、[Facility] ドロップダウン リストから適切な機能を選択します。

b.

ホスト サーバ リストの上の [Add Server] タスクバー アイコンをクリックします。Syslog
メッセージを送信できる最大 4 台のホスト サーバを追加できます。詳細については、シス
テム ログ機能用の複数のホストを参照してください。

c.

[Hostname] フィールドに、リモート Syslog ホストのホスト名または IP アドレス（IPv4 ま
たは IPv6）を入力します。ホストへのシステム ログを有効にしている場合は、1 つまたは
複数のホスト名を指定する必要があります。

d.

[Priority] ドロップダウン リストから、指定したリモート Syslog ホストへ送信する必要があ
るメッセージの重大度を選択します。デフォルトの優先順位コードは、「warning」（レベル
4）です。各 Syslog ホストは、異なるレベルのイベント メッセージを受信できます（優先
順位レベルのリストについては、表 15-18を参照してください）。

e.

[Port] フィールドで、WAAS デバイスがメッセージを送信する必要があるリモート ホスト
の送信先ポートを指定します。デフォルトのポート番号は 514 です。

f.

[Range Limit] フィールドで、リモート Syslog ホストへ送信できる 1 秒あたりのメッセージ
数を指定します。帯域幅とその他のリソースの消費量を制限するために、リモート Syslog
ホストへのメッセージにレート リミットを設けることができます。この制限を越えると、
指定されたリモート Syslog ホストはメッセージをドロップします。デフォルトのレート リ
ミットはありません。デフォルトでは、すべての Syslog メッセージがすべての設定済みの
Syslog ホストに送信されます。

[Submit] をクリックします。
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CLI からシステム ログ機能を設定するには、logging グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用できます。
ここでは、次の内容について説明します。
•

優先順位

•

システム ログ機能用の複数のホスト

優先順位
表 15-18 に、対応するイベントを Syslog メッセージの受信者へ送信するときのさまざまな優先
順位の詳細を示します。
表 15-18

システム ログ機能の優先順位と説明

優先順位コード

条件

説明

0

Emergency

システムが使用不可能な状態です。

1

Alert

即時のアクションが必要です。

2

Critical

深刻な状況です。

3

Error

エラー状態です。

4

警告

警告状態です。

5

Notice

正常ですが、注意を必要とする状況です。

6

Information

情報メッセージです。

7

Debug

デバッグ メッセージです。

システム ログ機能用の複数のホスト
各 Syslog ホストは、異なる優先順位の Syslog メッセージを受信できます。WAAS デバイスが
さまざまなレベルの Syslog メッセージを 4 台の外部 Syslog ホストへ送信できるように、異なる
Syslog メッセージ優先順位コードを持つ異なる Syslog ホストを設定できます。たとえば、優先
順位コードが error（レベル 3）のメッセージを IP アドレスが 10.10.10.1 のリモート Syslog ホス
トへ送信し、優先順位コードが warning（レベル 4）のメッセージを IP アドレスが 10.10.10.2
のリモート Syslog ホストへ送信するように、WAAS デバイスを設定できます。
Syslog ホストとは別の Syslog ホストとの冗長性またはフェールオーバーを実現する場合は、
WAAS デバイスに複数の Syslog ホストを設定し、設定した各 Syslog ホストに同じ優先順位
コードを割り当てる必要があります（たとえば、Syslog ホスト 1、Syslog ホスト 2、および
Syslog ホスト 3 に critical（レベル 2）優先順位コードを割り当てます）。
また、最大 4 台の Syslog ホストを設定できるだけでなく、複数のホスト用に次の項目を設定す
ることもできます。
•

Syslog メッセージをログ ホストへ送信するための、WAAS デバイス上のデフォルトのポー
ト番号 514 以外のポート番号。

•

Syslog メッセージが使用する帯域幅の量を制御するために、リモート Syslog サーバへ送信
されるメッセージ速度（1 秒あたりのメッセージ数）を制限する Syslog メッセージ用の
レート リミット。
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トランザクション ログ機能の設定
ここでは、次の内容について説明します。
•

トランザクション ログ機能の有効化

•

トランザクション ログ

トランザクション ログ機能の有効化
TFO フローおよびビデオ ストリームのトランザクション ログ機能を有効にするには、次の手
順に従ってください。
ステップ 1
ステップ 2

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。
[Configure] > [Monitoring] > [Log Settings] > [Transaction Log]（TFO トランザクション ロギング
の場合）、または [Configure] > [Monitoring] > [Log Settings] > [Video Acceleration Transaction Log]
（ビデオ トランザクション ロギングの場合）を選択します。[Transaction Log Settings] ウィンド
ウが表示されます（図 15-18 を参照）。（[Video Transaction Log Settings] ウィンドウは同じに見
えますが、一番上に [General Settings] 領域がありません。）
図 15-18

[Transaction Log Settings] ウィンドウ
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ステップ 3

[General Settings] 領域タイトルで、[TFO Transaction Log Enable] チェックボックスを選択して、
トランザクション ログ機能を有効にします。（ビデオ トランザクション ログ機能の場合、この
チェックボックスは表示されません。）
ウィンドウのフィールドがアクティブになります。

ステップ 4 （任意）[Access Control List Name] フィールドには、トランザクション ログ機能を制限するため

に使用するアクセス コントロール リストの名前を入力します。アクセス コントロール リスト
を指定すると、そのアクセス リストで定義されたホストからのトランザクションのみが記録さ
れます。（ビデオ トランザクション ログ機能の場合、このフィールドは表示されません。）
ip access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、アクセス リストを定義
します。
ステップ 5

ステップ 6

[Archive Settings] 領域タイトルで、次のフィールドの値を指定します。
•

[Max Size of Archive File]：ローカル ディスクに維持するアーカイブ ファイルの最大サイズ
（キロバイト単位）。この値は、ローカル ディスクに維持されるアーカイブ ファイルの最大
サイズです。範囲は、1000 ～ 2000000 です。デフォルトは 2000000 です。

•

[Archive Occurs Every (interval)]：作業ログ データをアーカイブ ログに移動し、クリアする
周期。

[Export Settings] 領域で、トランザクション ログ ファイルを FTP サーバへエクスポートする
フィールドを設定します。
表 15-19 で、[Export Settings] 領域のフィールドについて説明します。
表 15-19

Export Settings

フィールド
Enable Export
Compress Files before Export

機能
トランザクション ログを FTP サーバへエクスポートできます。
アーカイブされたログ ファイルを外部 FTP サーバへエクスポー
トする前に圧縮できます。
Export occurs every (interval) データを FTP サーバへ移動して、作業ログをクリアする必要が
ある周期です。
Export Server
FTP エクスポート機能は、最大 4 台のサーバをサポートできま
す。各サーバは、そのサーバに有効なユーザ名、パスワード、
およびディレクトリで設定する必要があります。
•

[Export Server]：FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名。

•

[Name]：FTP サーバにアクセスするために使用するアカウ
ントのユーザ ID。

•

[Password][Confirm Password]：[Name] フィールドに指定し
た FTP ユーザ アカウントのパスワード。[Password] フィー
ルドと [Confirm password] フィールドの両方に、このパス
ワードを入力する必要があります。スペース、左一重引用
符（`）、二重引用符（"）、パイプ（|）、または疑問符（?）
の文字は使用しないでください。

•

[Directory]：FTP サーバでトランザクション ログを保持す
る作業ディレクトリの名前。[Name] フィールドに指定した
ユーザは、このディレクトリへの書き込みアクセス権が必
要です。

•

[SFTP]：指定した FTP サーバが安全な FTP サーバである場
合は、[SFTP] チェックボックスを選択します。
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ステップ 7

[Submit] をクリックします。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] の名前の横に、
「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。また、
[Reset] をクリックすると、以前の設定に戻すことができます。[Reset] ボタンは、デフォルトま
たはグループ設定を適用して現在のデバイス設定を変更し、まだ変更を送信していない場合に
だけ表示されます。
変更した設定を保存せずにこのウィンドウを終了しようとすると、変更を送信するように警告
するダイアログボックスが表示されます。

（注）

このダイアログボックスは、Internet Explorer ブラウザを使用している場合にのみ表示
されます。

CLI からトランザクション ログを有効にして設定するには、transaction-logs グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用できます。

トランザクション ログ
TFO トランザクション ログは、ローカル ディスクの /local1/logs/tfo ディレクトリに維持されま
す。ビデオ（Windows メディア）ログは、/local1/logs/wmt/wms-90 ディレクトリに維持されます。
トランザクション ログ機能を有効にするときは、データをアーカイブ ログへ移動して作業ロ
グをアーカイブする必要がある周期を指定できます。アーカイブ ログ ファイルは、
local/local1/logs/working.log ディレクトリのローカル ディスクにあります。
複数のアーカイブ ファイルが保存されるため、ファイルがアーカイブされたときのタイムスタ
ンプがファイル名に含まれます。ファイルは FTP または SFTP サーバへエクスポートできるた
め、ファイル名にはこの WAAS デバイスの IP アドレスも含まれます。
TFO トランザクションのため、アーカイブ ファイル名では次の形式を使用します。
tfo_IPADDRESS_YYYYMMDD_HHMMSS.txt
Windows メディア トランザクションのため、アーカイブ ファイル名では次の形式を使用します。
wms_90_IPADDRESS_YYYYMMDD_HHMMSS.txt
トランザクション ログの形式については、付録 B「トランザクション ログ形式」に記載されて
います。

システム メッセージ ログの表示
WAAS Central Manager GUI のシステム メッセージ ログ機能を使用すると、WAAS ネットワー
クで発生したイベントに関する情報を表示できます。WAAS Central Manager は、重大度レベル
が warning、error、または fatal である、登録されたデバイスからのメッセージを記録します。
WAAS ネットワークに関するログ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、[Admin] > [Logs] > [System Messages] を選択します。
[System Message Log] ウィンドウが表示されます
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（注）

名前をノードに使用できない場合、「Unavailable」が表示されます。ノードが削除され
たり、ノードが WAAS ソフトウェアに登録されたりした場合に、この状況が生じる可
能性があります。

ステップ 2 （任意）[Show] ドロップダウン リストで [Quick Filter] を選択し、1 つ以上のフィールドに値を

入力して、指定の値を持つエントリだけを含めるようにログをフィルタリングします。
ステップ 3 （任意）次の手順を完了して、大量のメッセージが表に表示されないように、メッセージ ログ

を切り捨てます。
a.

タスクバーの [Truncate] アイコンをクリックします。[Truncate System Message Log] ペイン
が表示されます。

b.

次のいずれかのオプションを選択します。
– [Size Truncation]：ログ内のメッセージを指定した件数に制限します。ログは、先入れ
先出し方式を使用して、ログが指定した件数に達すると古いメッセージを削除します。
– [Date Truncation]：ログ内のメッセージを指定した日数に制限します。
– [Message Truncation]：指定されたパターンと一致するメッセージをログから削除します。

c.

制限パラメータの指定を完了したら、[OK] をクリックします。

監査証跡ログの表示
WAAS Central Manager は、システムでのユーザの操作をログに記録します。ログに記録される
唯一の操作は、WAAS ネットワークを変更する操作です。この機能は、作業の日時と処理内容
を記述して、ユーザ操作のアカウンタビリティを提供します。ログに記録される操作は、次の
とおりです。
•

WAAS ネットワーク エンティティの作成

•

WAAS ネットワーク エンティティの変更と削除

•

システム設定

•

監査証跡ログのクリア

監査証跡ログを表示するには、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、[Admin] > [Logs] > [Audit Trail Logs] を選択します。
[Audit Log] ウィンドウが表示されます。WAAS Central Manager のすべての記録されたアクティビ
ティは、ユーザ、使用したマシンの IP アドレス、記録された日時と操作ごとに表示されます。

ステップ 2 （任意）[Show] ドロップダウン リストで [Quick Filter] を選択し、1 つ以上のフィールドに値を

入力して、指定の値を持つエントリだけを含めるようにログをフィルタリングします。
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デバイス ログの表示
WAAS ネットワーク内の特定のデバイスで発生したイベントに関する情報を表示するには、
WAAS Central Manager GUI で使用可能なシステム メッセージ ログ機能を使用できます。
WAAS ネットワーク全体で発生したイベントを表示するには、システム メッセージ ログの表
示を参照してください。
WAAS デバイス用のログ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、[Devices] > [device-name] を選択します。

ステップ 2

[Admin] > [Logs] > [Device Logs] を選択します。[Device Log] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 （任意）[Show] ドロップダウン リストで [Quick Filter] を選択し、1 つ以上のフィールドに値を

入力して、指定の値を持つエントリだけを含めるようにログをフィルタリングします。

トラブルシューティング ツール
ここでは、次の内容について説明します。
•

カーネル デバッガの有効化

•

診断テストの使用

•

WAAS Central Manager GUI からの show コマンドと clear コマンドの使用

•

WAAS TCP Traceroute の使用

WAAS の追加のトラブルシューティング情報については、Cisco DocWiki にある『Cisco WAAS
Troubleshooting Guide for Release 4.1.3 and Later』を参照してください。

カーネル デバッガの有効化
WAAS Central Manager GUI を使用すると、カーネル デバッガ（kdb）へのアクセスを有効また
は無効にできます。カーネル デバッガを有効にすると、カーネル問題が発生したときに自動的
にアクティブになります。
カーネル デバッガを有効にするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Monitor] > [Tools] > [Kernel Debugger] を選択します。[Kernel Debugger] ウィンドウが表示され
ます。

ステップ 3

[Enable] チェックボックスを選択してカーネル デバッガを有効にし、[Submit] をクリックしま
す。（デフォルトでは、このオプションは無効になっています。）
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診断テストの使用
次の項で説明されているように、WAAS には診断テスト ツールが含まれています。
•

GUI を使用した診断テスト

•

CLI を使用した診断テスト

GUI を使用した診断テスト
WAAS Central Manager には、トラブルシューティングおよび診断レポート機能があります。
診断テストを実行するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Monitor] > [Tools] > [Diagnostics Tests] を選択します。[Diagnostic Tool] ウィンドウが表示され
ます。

ステップ 3

実行する各診断テストの横にあるチェックボックスを選択するか、または一番上のチェック
ボックスの [Test] を選択してすべてのテストを実行します。次のテストが使用できます。
•

[Device Operation]：コアダンプ ファイルのデバイス ステータスと存在、または重大度がメ
ジャーかクリティカルのアラームをチェックします。

•

[Basic Configuration]：デバイスの基本的なネットワーク設定をチェックします。

•

[Basic Connectivity]：設定済みの外部デバイス（DNS、認証、NTP サーバなど）へのデバイ
ス接続をチェックします。

•

[Physical Interface]：デバイスの物理インターフェイスの設定および動作をチェックします。
（注）

vWAAS デバイスでは [Virtual Interface] テストを使用できます。

•

[Configuration Security]：悪意のある可能性がある（クロスサイト スクリプティング [XSS]）
エントリの実行コンフィギュレーションをチェックします。

•

[Traffic Optimization]：TFO の設定および動作をチェックします。

•

[WCCP Configuration and Operation]：WCCP トラフィック代行受信の設定および動作を
チェックします。

•

[Inline configuration and operation]：インライン グループ インターフェイスの設定および動
作をチェックします。

（注）

[Inline configuration and operation] テストは、vWAAS デバイスでは使用できません。

ステップ 4

[Run] をクリックします。

ステップ 5

ウィンドウの下部にテスト結果を表示します。

（注）

失敗したテストがある場合、エラー メッセージは問題について説明し、推奨するソ
リューションを提供します。
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同じ診断テストを実行し、タスクバーの [Refresh] アイコンをクリックして結果を更新できます。
結果を印刷するには、タスクバーの [Print] アイコンをクリックします。

CLI を使用した診断テスト
test EXEC コマンドを使用して、診断テストおよび接続テストを実行できます。
ネットワークレベルのツールを使用して、パケットがネットワークを経由している途中で、そ
のパケットを代行受信し分析できます。これらのツールの 2 つが TCPdump と Tethereal であり、
tcpdump および tethereal EXEC コマンドを使用して、CLI からアクセスできます。
また、WAAS デバイスは、複数のデバッグ モードもサポートしています。各モードは、debug
EXEC コマンドを使用して切り替えることができます。これらのモードでは、設定エラーから
プリント スプーラの問題に至るまでさまざまな問題をトラブルシューティングできます。
debug コマンドは、Cisco Technical Assistance Center（TAC）の指示があった場合に限り使用す
ることを推奨します。
debug コマンドに関連した出力は、/local1/syslog.txt の Syslog ファイルか、またはファイル
/local1/errorlog/module_name-errorlog.current のモジュールに関連したデバッグ ログに書き込ま
れます。
アプリケーション アクセラレータの debug accelerator name module コマンドに関連した出力
は、ファイル ao-errorlog.currentname に書き込まれます。name はアクセラレータ名です。アク
セラレータ情報マネージャ デバッグ出力はファイル aoim-errorlog.current に書き込まれます。
モジュールに関連したデバッグ ログ ファイルは、現在のファイルが最大サイズに達したら
バックアップ ファイルに切り替わります。バックアップ ファイルには name-errorlog#の名前が
付いています。# はバックアップ ファイル番号です。
debug コマンドの場合、システム ログを有効にする必要があります。ロギングを有効にするコ
マンド、logging disk enable（グローバル コンフィギュレーション コマンド）は、デフォルト
で有効になっています。
debug コマンド モジュールがデバッグ出力に Syslog を使用する場合は、logging disk priority
debug グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定する必要があります（デフォルトは
logging disk priority notice です）。
debug コマンド モジュールが出力にデバッグ ログを使用する場合は、次のようなデバッグ ロ
グ出力の 4 つの異なるレベルの優先順位設定に基づいて出力をフィルタリングできます。
•

クリティカルなデバッグ メッセージのみでフィルタリングするには、logging disk priority
critical グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

•

クリティカルおよびエラー レベルのデバッグ メッセージでフィルタリングするには、
logging disk priority error グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

•

クリティカル、エラー、およびトレース レベルのデバッグ メッセージでフィルタリングす
るには、logging disk priority debug グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

•

すべてのデバッグ ログ メッセージ（クリティカル、エラー、トレース、および詳細なメッ
セージを含む）を検出するには、logging disk priority detail グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

優先順位の設定に関係なく、LOG_ERROR 以上の重大度の Syslog メッセージは、モジュールに
関連したデバッグ ログに自動的に書き込まれます。
これらの CLI コマンドの詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command
Reference』を参照してください。
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WAAS Central Manager GUI からの show コマンドと clear コマンド
の使用
WAAS Central Manager GUI show および clear コマンドを使用するには、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

[Monitor] > [CLI Commands] > [Show Commands] または [Clear Commands] を選択します。

ステップ 3

[Command] ドロップダウン リストから、show または clear コマンドを選択します。

ステップ 4

コマンドの引数を入力します（存在する場合のみ）。

ステップ 5

[Submit] をクリックして、コマンド出力を表示します。
ウィンドウが表示され、そのデバイスのコマンド出力が表示されます。

（注）

使用できる show および clear CLI コマンドは、選択したデバイスのタイプによって異な
ります。

また、CLI から、show EXEC コマンドを使用することもできます。詳細については、『Cisco
Wide Area Application Services Command Reference』を参照してください。

WAAS TCP Traceroute の使用
WAAS TCP Traceroute ツールは、ネットワークや接続に関する問題（非対称パスを含む）をト
ラブルシューティングするのに役立ちます。このツールを使用すると、クライアントとサーバ
の間の WAAS ノードのリストや、接続に対して設定および適用されているポリシーを見つける
ことができます。Central Manager から、traceroute を実行する WAAS ネットワーク内の任意の
デバイスを選択できます。
WAAS Central Manager の TCP Traceroute ツールを使用するには、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、[Monitor] > [Troubleshoot] > [WAAS Tcptraceroute] を選択
します。
または、最初にデバイスを選択し、次にこのメニュー項目を選択することにより、そのデバイ
スから traceroute を実行できます。

ステップ 2

[WAAS Node] ドロップダウン リストから、traceroute を実行する WAAS デバイスを選択しま
す。（この項目は、デバイス リストが設定されている場合は表示されません）。

ステップ 3

[Destination IP] フィールドと [Destination Port] フィールドに、traceroute を実行する対象となる
宛先の IP アドレスとポートを入力します。

ステップ 4

[Run TCPTraceroute] をクリックして結果を表示します。
トレースされたパスにある WAAS ノードが、フィールドの下の表に表示されます。[Show] ド
ロップダウンリストから、デバイスをフィルタリングするためのフィルタ設定を必要に応じて
選択します。クイック フィルタを使用すると、任意の値に関してフィルタしたり、すべてのデ
バイスを表示したりできます。
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waas-tcptrace EXEC コマンドを使用することにより、CLI から traceroute 情報を表示できます。
WAAS アプライアンス ANC 上で接続をトレースするのに使用できるもう 1 つのトラブル
シューティング ツールは、Connection Trace ツールです。詳細については、第 4 章「AppNav の
設定」の AppNav 接続 トレースを参照してください。
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SNMP モニタリングの設定
ここでは、Simple Network Management Protocol（SNMP）トラップ、受信者、コミュニティ ス
トリング、グループの関連性、ユーザ セキュリティ モデル グループ、ユーザ アクセス権を設
定する方法について説明します。

（注）

この章では、ネットワークに存在する WAAS Central Manager と WAE を総称する用語として
「Cisco WAAS デバイス」を使用します。WAE という用語は、WAE アプライアンス、WAE ネッ
トワーク モジュール（Cisco Network Modules-WAE ファミリのデバイス）、および WAAS を実
行している Cisco Services Ready Engine サービス モジュール（SRE-SM）を指します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

SNMP の概要

•

SNMP を設定するためのチェックリスト

•

SNMP モニタリングの準備

•

SNMP トラップの有効化

•

ユーザ定義のトラップを生成するための SNMP トリガーの定義

•

SNMP ホストの指定

•

SNMP コミュニティ ストリングの指定

•

SNMP ビューの作成

•

SNMP グループの作成

•

SNMP ユーザの作成

•

SNMP 資産タグ設定の構成

•

SNMP 連絡先設定の構成

•

SNMP トラップ ソース設定値の設定
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SNMP の概要
SNMP は、SNMP エージェントからの Cisco WAAS デバイスの外部モニタリングを可能にする、
相互運用可能な標準ベースのプロトコルです。
SNMP-managed ネットワークは、次の主要コンポーネントで構成されます。
•

管理対象デバイス：SNMP エージェントを含み、管理対象ネットワーク上に存在している
ネットワーク ノードです。管理対象デバイスには、ルータ、アクセス サーバ、スイッチ、
ブリッジ、ハブ、コンピュータ ホスト、プリンタなどがあります。WAAS ソフトウェアを
実行している WAAS デバイスごとに SNMP エージェントがあります。

•

SNMP エージェント：管理対象デバイスに存在するソフトウェア モジュールです。エー
ジェントにはローカルの管理情報が含まれ、その情報を SNMP と互換性のある形式に変換
します。SNMP エージェントは、デバイス パラメータやネットワーク データの保存場所で
ある MIB から値を収集します。また、エージェントは、トラップ、つまり特定イベントの
通知を管理システムに送信することもできます。

•

管理ステーション：SNMP ホストと呼ぶこともあります。管理ステーションは、SNMP を
使用して SNMP エージェントに SNMP Get 要求を送信して、WAAS デバイスから情報を取
得します。管理対象デバイスは管理情報を収集して保存し、SNMP を使用してこの情報を
管理ステーションで使用できるようにします。

事前に、SNMP 管理アプリケーションが管理ステーションで展開されていないと、この SNMP
情報にはアクセスできません。この SNMP 管理ステーションは、SNMP を使用して SNMP Get
要求をデバイス エージェントに送信して WAAS デバイスから情報を取得するため、SNMP ホ
ストと呼ばれています。
ここでは、次の内容について説明します。
•

SNMP 通信プロセス

•

サポートされている SNMP バージョン

•

SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

•

サポートされる MIB

•

MIB ファイルのダウンロード

•

WAAS デバイスでの SNMP エージェントの有効化

SNMP 通信プロセス
WAAS デバイス上の SNMP 管理ステーションと SNMP エージェントは、SNMP を使用して次の
ように通信を行います。
1.

SNMP 管理ステーション（SNMP ホスト）は SNMP を使用して、WAAS デバイスの情報を
要求します。

2.

このような SNMP 要求を受信すると、WAAS デバイス上の SNMP エージェントは、各デバ
イスの情報が含まれるテーブルにアクセスします。このテーブル、またはデータベースが、
MIB と呼ばれます。
（注）

WAAS デバイス上の SNMP エージェントは、異常状態にある SNMP ホストとの通信
だけを開始します。そのホストに送信する必要があるトラップが発生すると、通信
を開始します。このトピックの詳細については、SNMP トラップの有効化を参照し
てください。
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3.

MIB 内の特定の情報を検索した後、このエージェントは SNMP を使用して情報を SNMP 管
理ステーションに送信します。

図 16-1 に、個々の WAAS デバイスに対するこれらの SNMP 動作を示します。
図 16-1

Cisco WAAS ネットワークの SNMP コンポーネント

SNMP management station
(SNMP trap host)

SNMP
requests
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Central Manger GUI
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Local management database
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サポートされている SNMP バージョン
WAAS ソフトウェアは、次の SNMP のバージョンをサポートします。
•

バージョン 1（SNMPv1）：SNMP の初期の実装です。この機能の詳細については、RFC
1157 を参照してください。

•

バージョン 2（SNMPv2c）：SNMP の 2 番めのリリースで、RFC 1902 に規定されています。
データ タイプ、カウンタ サイズ、およびプロトコル動作に追加があります。

•

バージョン 3（SNMPv3）：最新バージョンの SNMP で、RFC 2271 ～ RFC 2275 に規定され
ています。

WAAS ソフトウェアを実行する各シスコ デバイスには、SNMP プロトコルを使用してデバイスの
設定とアクティビティに関する情報を通信するために必要なソフトウェアが含まれています。

SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル
SNMPv1 および SNMPv2c には、SNMP パケット トラフィックの機密性を保持するためのセ
キュリティ（つまり、認証またはプライバシー）機能がありません。その結果、ネットワーク
のパケットを検出することができ、SNMP コミュニティ ストリングが危険にさらされるリスク
が軽減されます。
SNMPv1 および SNMPv2c のセキュリティ上の欠点を解決するために、SNMPv3 では、ネット
ワークを経由するパケットを認証および暗号化することで、WAAS デバイスへの安全なアクセ
スを実現しています。WAAS ソフトウェアの SNMP エージェントは、SNMPv3 はもちろん、
SNMPv1 と SNMPv2c もサポートします。
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SNMPv3 で提供されるセキュリティ機能は、次のとおりです。
•

メッセージの完全性：伝送中にパケットが一切妨害されていないことを保証します。

•

認証：有効な送信元からのメッセージであるかどうかを判別します。

•

暗号化：パケットの内容をスクランブルして許可されていない送信元から見えないように
します。

SNMPv3 は、セキュリティ モデルだけでなく、セキュリティ レベルも備えています。セキュ
リティ モデルは、ユーザと、ユーザが所属するグループに対して設定される認証プロセスで
す。セキュリティ レベルとは、セキュリティ モデル内で許可されるセキュリティのレベルで
す。セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせによって、SNMP パケットの処理
時に使用されるセキュリティ プロセスが決まります。SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 の
3 つのセキュリティ モデルを使用できます。
表 16-1 に、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせを示します。
表 16-1

SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデル レベル

認証

暗号化

プロセス

v1

noAuthNoPriv コミュニティ ストリング No

ユーザ認証の照合にコミュニティ ストリングを使
用します。

v2c

noAuthNoPriv コミュニティ ストリング No

ユーザ認証の照合にコミュニティ ストリングを使
用します。

v3

noAuthNoPriv Username

ユーザ認証の照合にユーザ名を使用します。

v3

AuthNoPriv

Message Digest 5（MD5） No
または Secure Hash
Algorithm（SHA）

v3

AuthPriv

MD5 または SHA

No

Yes

Hash-Based Message Authentication Code（HMAC）
-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに基づく認
証を提供します。
HMAC-MD5 アルゴリズムまたは HMAC-SHA アルゴ
リズムに基づいて認証します。暗号ブロック連鎖
（CBC）- データ暗号規格 56 ビット（DES-56）に基づ
く、DES-56 暗号化（パケット認証）を提供します。

SNMPv3 エージェントは、次のモードで使用できます。
•

noAuthNoPriv モード（パケットに対してオンになっているセキュリティ メカニズムはあり
ません）

•

AuthNoPriv モード（プライバシー アルゴリズム（DES-56）を使用して暗号化する必要が
ないパケット用）

•

AuthPriv モード（暗号化する必要があるパケット用。プライバシーを保持するには、パ
ケットに対して認証を実行する必要があります）

SNMPv3 を使用すれば、ユーザは、データが改ざんされるおそれを抱くことなく、SNMP エー
ジェントから管理情報を安全に収集できます。また、コンテンツ エンジンの設定を変更する
SNMP 設定パケットなどの機密情報を暗号化し、内容がネットワーク上に公開されるのを防ぐ
ことができます。グループベースの管理モデルでは、さまざまなユーザが異なるアクセス特権
で同じ SNMP エージェントにアクセスできます。
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サポートされる MIB
この項では、WAAS がサポートしているシスコ固有の MIB について説明します。MIB は、ア
ルファベット順に表示されます。
•

CISCO-APPNAV-MIB

•

CISCO-CDP-MIB

•

CISCO-CONFIG-MAN-MIB

•

CISCO-CONTENT-ENGINE-MIB

•

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB

•

CISCO-PROCESS-MIB

•

CISCO-SMI

•

CISCO-WAN-OPTIMIZATION-MIB

•

ENTITY-MIB

•

EVENT-MIB

•

HOST-RESOURCES-MIB

•

IF-MIB

•

IP-MIB

•

IP-FORWARD-MIB

•

MIB-II

•

SNMP-FRAMEWORK-MIB

•

SNMP-NOTIFICATION-MIB

•

SNMP-TARGET-MIB

•

SNMP-USM-MIB

•

SNMPv2-MIB

•

SNMP-VACM-MIB

CISCO-APPNAV-MIB
この MIB は、AppNav オブジェクトに関する情報を提供します。次のサービス コンテンツ オブ
ジェクトは、WAAS デバイスが AppNav コントローラ モードの場合にサポートされます。
•

cAppNavServContextIndex

•

cAppNavServContextName

•

cAppNavServContextCurrOpState

•

cAppNavServContextLastOpState

•

cAppNavServContextIRState

•

cAppNavServContextJoinState

次の AppNav コントローラ のグループ オブジェクトがサポートされます。
•

cAppNavACGIndex

•

cAppNavACGName

•

cAppNavACGServContextName
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次の WAAS ノードのグループ オブジェクトがサポートされます。
•

cAppNavSNGIndex

•

cAppNavSNGName

•

cAppNavSNGServContextName

次の AppNav コントローラ のオブジェクトがサポートされます。
•

cAppNavACIndex

•

cAppNavACIpAddrType

•

cAppNavACIpAddr

•

cAppNavACServContextName

•

cAppNavACACGName

•

cAppNavACCurrentCMState

次の WAAS ノードのオブジェクトがサポートされます。
•

cAppNavSNIndex

•

cAppNavSNIpAddrType

•

cAppNavSNIpAddr

•

cAppNavSNServContextName

•

cAppNavSNSNGName

•

cAppNavSNCurrentCMState

CISCO-CDP-MIB
この MIB は、ローカル インターフェイスの ifIndex 値を表示します。リピータ ポートに ifIndex
値が割り当てられていない 802.3 リピータでは、この値はポートの固有値であり、リピータで
サポートされる ifIndex 値より大きくなります。この例では、特定のポートが cdpInterfaceGroup
と cdpInterfacePort の対応する値によって示されています。この場合、これらの値は、RFC
1516 のグループ番号値とポート番号値に対応します。

CISCO-CONFIG-MAN-MIB
この MIB は、さまざまな位置に存在する設定データのモデルを表します。
•

running：実行中のシステムによって使用中

•

terminal：端末として接続されているハードウェアに保存

•

local：NVRAM またはフラッシュ メモリにローカルに保存済み

•

remote：ネットワーク上のサーバに保存済み

この MIB には、設定に明確に関連する操作のみが含まれています。ただし、一部のシステム機
能は一般的なファイルの保存と転送に使用できます。

CISCO-CONTENT-ENGINE-MIB
これは、米国シスコの Cisco WAE デバイス用の MIB モジュールです。この MIB の次のオブ
ジェクトがサポートされています。
•

cceAlarmCriticalCount

•

cceAlarmMajorCount
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•

cceAlarmMinorCount

•

cceAlarmHistTable

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB
この MIB は、entPhysicalTable-ENTITY-MIB（RFC 2037）の資産情報項目をモニタします。こ
の MIB は、entPhysicalTable-ENTITY-MIB に表示される関連するエンティティの注文可能製品
番号、シリアル番号、ハードウェア リビジョン、製造番号およびリビジョン、ファームウェア
ID およびリビジョン（存在する場合）およびソフトウェア ID およびリビジョン（存在する場
合）を表示します。
このデータが使用できないエンティティは、この MIB に表示されません。この MIB の表には
わずかな情報しか取り込まれません。したがって、特定の時点に特定のエンティティの変数が
存在しない場合があります。たとえば、電源がオフのモジュールを表す行は、ソフトウェア ID
（ceAssetSoftwareID）とリビジョン（ceAssetSoftwareRevision）の値を持たないことがありま
す。同様に、電源モジュールは、表にファームウェアやソフトウェア情報が表示されません。
データに他の項目がエンコードされている可能性がありますが（たとえば、シリアル番号に製
造日）、すべてのデータ項目が単一のものと見なされます。項目を分解したり、項目を構文解
析しないでください。文字列の等価および非等価演算だけを使用してください。

CISCO-PROCESS-MIB
CISCO-PROCESS-MIB は、デバイスのメモリおよび CPU 使用率を表示し、アクティブなシス
テム プロセスを示します。CPU 使用率は、システムがどのくらいビジーであるかに関するス
テータスを示します。数字は最長アイドル時間に対する現在のアイドル時間の割合です。（こ
の情報はあくまでも推定値です）。この MIB の次のオブジェクトがサポートされます。
•

cpmCPUTotal1minRev：過去 1 分間でシステムがどの程度ビジーだったかを示す全体的な
CPU 使用率を表示します。

•

cpmCPUTotal5minRev：過去 5 分間でシステムがどの程度ビジーだったかを示す全体的な
CPU 使用率を表示します。

CISCO-SMI
これは管理情報構造（SMI）の MIB モジュールです。この MIB では何も照会できません。こ
れは Cisco MIB の構造を説明しています。

CISCO-WAN-OPTIMIZATION-MIB
この MIB は、最適化およびアプリケーション アクセラレータに関連するステータスおよび統
計に関する情報を提供します。
次の転送フローの最適化（TFO）統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoTfoStatsTotalOptConn

•

cwoTfoStatsActiveOptConn

•

cwoTfoStatsMaxActiveConn

•

cwoTfoStatsActiveOptTCPPlusConn

•

cwoTfoStatsActiveOptTCPOnlyConn

•

cwoTfoStatsActiveOptTCPPrepConn

•

cwoTfoStatsActiveADConn
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•

cwoTfoStatsReservedConn

•

cwoTfoStatsPendingConn

•

cwoTfoStatsActivePTConn

•

cwoTfoStatsTotalNormalClosedConn

•

cwoTfoStatsResetConn

•

cwoTfoStatsLoadStatus

次の一般アプリケーション アクセラレータ統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoAoStatsName

•

cwoAoStatsIsConfigured

•

cwoAoStatsIsLicensed

•

cwoAoStatsOperationalState

•

cwoAoStatsStartUpTime

•

cwoAoStatsLastResetTime

•

cwoAoStatsTotalHandledConn

•

cwoAoStatsTotalOptConn

•

cwoAoStatsTotalHandedOffConn

•

cwoAoStatsTotalDroppedConn

•

cwoAoStatsActiveOptConn

•

cwoAoStatsPendingConn

•

cwoAoStatsMaxActiveOptConn

•

cwoAoStatsLoadStatus

•

cwoAoStatsBwOpt

次のサーバ メッセージ ブロック（SMB）アプリケーション アクセラレータ統計情報がサポー
トされます。
•

cwoAoSmbxStatsBytesReadCache

•

cwoAoSmbxStatsBytesWriteCache

•

cwoAoSmbxStatsBytesReadServer

•

cwoAoSmbxStatsBytesWriteServer

•

cwoAoSmbxStatsBytesReadClient

•

cwoAoSmbxStatsBytesWriteClient

•

cwoAoSmbxStatsProcessedReqs

•

cwoAoSmbxStatsActiveReqs

•

cwoAoSmbxStatsTotalRemoteReqs

•

cwoAoSmbxStatsTotalLocalReqs

•

cwoAoSmbxStatsRemoteAvgTime

•

cwoAoSmbxStatsLocalAvgTime

•

cwoAoSmbxStatsMDCacheHitCount

•

cwoAoSmbxStatsMDCacheHitRate
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•

cwoAoSmbxStatsMaxRACacheSize

•

cwoAoSmbxStatsMaxMDCacheSize

•

cwoAoSmbxStatsRAEvictedAge

•

cwoAoSmbxStatsRTT

•

cwoAoSmbxStatsTotalRespTimeSaving

•

cwoAoSmbxStatsOpenFiles

•

cwoAoSmbxStatsTotalFilesInRACache

•

cwoAoSmbxStatsRdL4SignWANBytes

•

cwoAoSmbxStatsWrL4SignWANBytes

•

cwoAoSmbxStatsRdSignLANBytes

•

cwoAoSmbxStatsWrSignLANBytes

次の HTTP アプリケーション アクセラレータ統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoAoHttpxStatsTotalSavedTime

•

cwoAoHttpxStatsTotalRTT

•

cwoAoHttpxStatsTotalMDCMTime

•

cwoAoHttpxStatsEstSavedTime

•

cwoAoHttpxStatsTotalSPSessions

•

cwoAoHttpxStatsTotalSPPFSessions

•

cwoAoHttpxStatsTotalSPPFObjects

•

cwoAoHttpxStatsTotalSPRTTSaved

•

cwoAoHttpxStatsTotalSPPFMissTime

次の Message Application Programming Interface（MAPI）アプリケーション アクセラレータ統計
オブジェクトがサポートされます。
•

cwoAoMapixStatsUnEncrALRT

•

cwoAoMapixStatsUnEncrARRT

•

cwoAoMapixStatsTotalUnEncrLRs

•

cwoAoMapixStatsTotalUnEncrRRs

•

cwoAoMapixStatsUnEncrAvgRedTime

•

cwoAoMapixStatsEncrALRT

•

cwoAoMapixStatsEncrARRT

•

cwoAoMapixStatsTotalEncrLRs

•

cwoAoMapixStatsTotalEncrRRs

•

cwoAoMapixStatsEncrAvgRedTime

次のネットワーク ファイル システム（NFS）アプリケーション アクセラレータ統計オブジェ
クトがサポートされます。
•

cwoAoNfsxStatsALRT

•

cwoAoNfsxStatsARRT

•

cwoAoNfsxStatsTotalLRs
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•

cwoAoNfsxStatsTotalRRs

•

cwoAoNfsxStatsEstTimeSaved

次のアプリケーション統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoAppStatsAppName

•

cwoAppStatsOriginalBytes

•

cwoAppStatsOptimizedBytes

•

cwoAppStatsPTBytes

次の最適化ポリシー マップ統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoPmapStatsType

•

cwoPmapStatsName

•

cwoPmapStatsDescr

•

cwoPmapStatsTotalConns

•

cwoPmapStatsTotalBytes

•

cwoPmapStatsTotalPTConns

•

cwoPmapStatsTotalPTBytes

次の最適化クラス マップ統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoCmapStatsType

•

cwoCmapStatsName

•

cwoCmapStatsDescr

•

cwoCmapStatsTotalConns

•

cwoCmapStatsTotalBytes

•

cwoCmapStatsTotalPTConns

•

cwoCmapStatsTotalPTBytes

次の最適化 DRE キャッシュ統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoDreCacheStatsStatus

•

cwoDreCacheStatsAge

•

cwoDreCacheStatsTotal

•

cwoDreCacheStatsUsed

•

cwoDreCacheStatsDataUnitUsage

•

cwoDreCacheStatsReplacedOneHrDataUnit

•

cwoDreCacheStatsDataUnitAge

•

cwoDreCacheStatsSigblockUsage

•

cwoDreCacheStatsReplacedOneHrSigblock

•

cwoDreCacheStatsSigblockAge

次の最適化 DRE パフォーマンス統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoDrePerfStatsEncodeCompressionRatio

•

cwoDrePerfStatsEncodeCompressionLatency

•

cwoDrePerfStatsEncodeAvgMsgSize
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•

cwoDrePerfStatsDecodeCompressionRatio

•

cwoDrePerfStatsDecodeCompressionLatency

•

cwoDrePerfStatsDecodeAvgMsgSize

次の最適化 Akamai Connect パフォーマンス統計オブジェクトがサポートされます。
•

cwoAoHttpxStatsAKC

•

cwoAoHttpxStatsAKCBypassEntry

•

cwoAoHttpxStatsAKCStdEntry

•

cwoAoHttpxStatsAKCBasicEntry

•

cwoAoHttpxStatsAKCAdvEntry

•

cwoAoHttpxStatsAKCTotalEntry

ENTITY-MIB
これは、1 つの SNMP エージェントがサポートする複数の論理エンティティを表すための MIB
モジュールです。この MIB は、RFC 2737 で文章化されています。この MIB の次のグループが
サポートされています。
•

entityPhysicalGroup

•

entityLogicalGroup

entConfigChange 通知がサポートされています。

EVENT-MIB
この MIB は、ネットワーク管理目的でイベント トリガーと処理を定義します。MIB は RFC
2981 として公開されます。

HOST-RESOURCES-MIB
この MIB は、ホスト システムを管理します。「ホスト」という用語は、インターネットに接続
されている他の類似したコンピュータと通信する、任意のコンピュータを意味します。
HOST-RESOURCES-MIB は、主要な機能が通信サービスであるデバイス（ターミナル サーバ、
ルータ、ブリッジ、モニタリング機器）に必ずしも適用されるとは限りません。この MIB は、
すべてのインターネット ホスト（たとえば、UNIX のバリエーションを実行するパーソナル コ
ンピュータやシステム）に共通する属性を提供します。この MIB の次のオブジェクトはサポー
トされていません。
•

HrPrinterEntry

•

hrSWOSIndex

•

hrSWInstalledGroup

IF-MIB
この MIB は、64 ビットのインターフェイス カウンタを含み、インターフェイス関連の統計情
報のクエリーをサポートします。これらのカウンタにはデバイスのインターフェイスで送受信
されたオクテット、ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャスト パケットが含ま
れます。ifCounterDiscontinuityTime を除き、ifXEntry のすべてのオブジェクトがサポートされ
ています。この MIB は、RFC 2233 で文章化されています。
ループバック インターフェイスの情報は報告されません。
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IP-MIB
この MIB モジュールは IP および ICMP の実装です（IP ルートの管理を除く）。

IP-FORWARD-MIB
MIB モジュールは CIDR マルチパス IP ルートの表示用です。

MIB-II
MIB-II はインターネット標準 MIB です。MIB-II は、RFC 1213 に規定され、TCP/IP に基づくイ
ンターネットのネットワーク管理プロトコル用です。この MIB は、ダウンロード サイトの v1
ディレクトリの RFC1213-MIB ファイルにあります（他の MIB は v2 ディレクトリにあります）。
この MIB の次のオブジェクトはサポートされていません。
•

ifInUnknownProtos

•

ifOutNUcastPkts

•

ipRouteAge

•

TcpConnEntry group

•

egpInMsgs

•

egpInErrors

•

egpOutMsgs

•

egpOutErrors

•

EgpNeighEntry group

•

egpAs

•

atTable、

•

ipRouteTable

SNMP-FRAMEWORK-MIB
この MIB は、RFC 2571 で文章化されています。

SNMP-NOTIFICATION-MIB
この MIB は、RFC 3413 で文章化されています。

SNMP-TARGET-MIB
この MIB は、RFC 3413 で文章化されています。

SNMP-USM-MIB
この MIB は、RFC 2574 で文章化されています。

SNMPv2-MIB
この MIB は、RFC 1907 で文章化されています。WAAS では、この MIB の次の通知がサポート
されています。
•

coldStart

•

linkUp
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•

linkDown

•

authenticationFailure

SNMP-VACM-MIB
この MIB は、RFC 2575 で文章化されています。

MIB ファイルのダウンロード
WAAS ソフトウェアが稼働しているデバイスでサポートされるほとんどの MIB について、MIB
ファイルを次の Cisco FTP サイトからダウンロードできます。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2
RFC1213-MIB ファイル（MIB-II 用）を次の Cisco FTP サイトからダウンロードできます。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v1
それぞれの MIB で定義される MIB オブジェクトは、上記の FTP サイトの MIB ファイルで説明
されており、明確です。

WAAS デバイスでの SNMP エージェントの有効化
デフォルトでは、WAAS デバイス上の SNMP エージェントが無効になっており、SNMP コミュニ
ティ ストリングは定義されていません。SNMP コミュニティ ストリングは、WAAS デバイス上
の SNMP エージェントへアクセスするときに、認証用のパスワードとして使用されます。認証さ
れるには、WAAS デバイスに送信された SNMP メッセージの Community Name フィールドが、
WAAS デバイスに定義された SNMP コミュニティ ストリングに一致している必要があります。
デバイスに SNMP コミュニティ ストリングを定義すると、WAAS デバイス上の SNMP エー
ジェントが有効になります。WAAS Central Manager GUI を使用すると、デバイスまたはデバイ
ス グループに SNMP コミュニティ ストリングを定義できます。
SNMP 要求に SNMPv3 プロトコルが使用されている場合は、次のステップで、SNMP ユーザ ア
カウントを定義します。このアカウントは、SNMP を使用して WAAS デバイスにアクセスする
ために使用できます。WAAS デバイスで SNMPv3 ユーザ アカウントを作成する方法の詳細に
ついては、SNMP ユーザの作成を参照してください。

SNMP を設定するためのチェックリスト
表 16-2 で、WAAS デバイスまたはデバイス グループで SNMP モニタリングを有効にするため
のプロセスについて説明します。
表 16-2

SNMP を設定するためのチェックリスト

タスク
1. SNMP モニタリングの準備をする。
2. 有効にしたい SNMP トラップを選択
する。

追加情報と手順
詳細については、SNMP モニタリングの準備を参照してください。
WAAS Central Manager は、WAAS デバイスまたはデバイス グループで
有効にできるさまざまなトラップを提供しています。
詳細については、SNMP トラップの有効化を参照してください。追加のト
ラップを定義するには、
「ユーザ定義のトラップを生成するための SNMP
トリガーの定義」セクション（ 16-17 ページ）を参照してください。
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表 16-2

SNMP を設定するためのチェックリスト （続き）

タスク
追加情報と手順
3. SNMP トラップを受信する SNMP ホ WAAS デバイスまたはデバイス グループがトラップを送信する必要が
ストを指定する。
ある SNMP ホストを指定します。異なる WAAS デバイスが異なるホス
トへトラップを送信できるように、複数のホストを指定できます。
詳細については、SNMP ホストの指定を参照してください。
4. SNMP コミュニティ ストリングを指 外部ユーザが MIB の読み取りまたは書き込みを実行できるように、
定する。
SNMP コミュニティ ストリングを指定します。

5.

6.

SNMP ビューを設定する。

SNMP グループを作成する。

詳細については、SNMP コミュニティ ストリングの指定を参照してく
ださい。
SNMP グループを特定のビューに制限するには、グループに表示したい
MIB サブツリーを指定するビューを作成する必要があります。
詳細については、SNMP ビューの作成を参照してください。
任意の SNMP ユーザを作成する、またはグループが特定の MIB サブツ
リーを表示するように制限したい場合は、SNMP グループを設定する必
要があります。
詳細については、SNMP グループの作成を参照してください。

7.

SNMP ユーザを作成する。

SNMP 要求に SNMPv3 プロトコルが使用されている場合は、SNMP を使用
して WAAS デバイスにアクセスするために、少なくとも 1 つの SNMPv3
ユーザ アカウントを WAAS デバイスに定義する必要があります。
詳細については、SNMP ユーザの作成を参照してください。

8.

SNMP 連絡先設定を構成する。

詳細については、SNMP 連絡先設定の構成を参照してください。

SNMP モニタリングの準備
WAAS ネットワークを SNMP モニタリング用に設定する前に、次の準備作業を完了します。
•

WAAS デバイスが SNMP トラップを送信するために使用する SNMP ホスト（管理ステー
ション）を設定します。

•

すべての WAAS デバイスがトラップを同じホストに送信するか、別のホストに送信するか
を決定します。各 SNMP ホストの IP アドレスまたはホスト名を書き留めます。

•

SNMP エージェントにアクセスするために使用するコミュニティ ストリングを入手します。

•

グループ別にビューを制限できるように SNMP グループを作成するかどうかを決定します。

•

必要な追加の SNMP トラップを決定します。

•

WAAS ネットワーク内のデバイス間でクロックを同期することが重要です。各 WAAS デバ
イス上で、クロックを同期するためにネットワーク タイム プロトコル（NTP）サーバが設
定されていることを確認します。
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SNMP トラップの有効化
WAAS デバイスが SNMP トラップを送信できるようにするには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [General Settings] を選択します。[SNMP General Settings] ウィンドウ
が表示されます（図 16-2 を参照）
。表 16-3 に、このウィンドウ内のフィールドについて説明します。
図 16-2

表 16-3

[SNMP General Settings] ウィンドウ

SNMP 一般設定

GUI パラメータ
トラップ
Enable Snmp Settings
WAE

機能
SNMP トラップを有効にします。
SNMP WAE トラップを有効にします。
•

[Disk Read]：ディスク読み取りエラー トラップを有効にします。

•

[Disk Write]：ディスク書き込みエラー トラップを有効にします。

•

[Disk Fail]：ディスク障害エラー トラップを有効にします。

•

[Overload Bypass]：WCCP 過負荷迂回エラー トラップを有効にします。

•

[Transaction Logging]：トランザクション ログ書き込みエラー ト
ラップを有効にします。
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表 16-3

SNMP 一般設定 （続き）

GUI パラメータ
SNMP

機能
SNMP 固有トラップを有効にします。
•

[Authentication]：認証トラップを有効にします。

•

[Cold Start]：コールド スタート トラップを有効にします。

•

[LinkUp]：リンク アップ トラップ。

[LinkDown]：リンク ダウン トラップ。
SNMP アラーム トラップを有効にします。
•

WAE Alarm

•

[Raise Critical]：クリティカル アラーム設定トラップを有効にします。

•

[Clear Critical]：クリティカル アラーム消去トラップを有効にします。

•

[Raise Major]：メジャー アラーム設定トラップを有効にします。

•

[Clear Major]：メジャー アラーム消去トラップを有効にします。

•

[Raise Minor]：マイナー アラーム設定トラップを有効にします。

[Clear Minor]：マイナー アラーム消去トラップを有効にします。
SNMP エンティティ トラップを有効にします。
イベント MIB を有効にします。
CiscoConfigManEvent エラー トラップを有効にします。
•

Entity
Event
Config

その他の設定
MIB Persistent Event SNMP Event MIB の永続性を有効にします（このチェックボックスは、選
択されているデバイスが Central Manager の場合には表示されません）。
Notify Inform
SNMP notify inform 要求を有効にします。inform 要求は、トラップより
信頼性に優れていますが、ルータとネットワークのリソース使用量が増
えます。
受信者がトラップを受信したときに受信確認を送信しないため、トラッ
プの信頼性は低くなります。送信側は、トラップが受信されたかどうか
を判断できません。ただし、inform 要求を受信する SNMP マネージャは、
SNMP 応答でメッセージの受信を確認します。送信側が応答を受信しな
い場合、インフォーム要求を再び送信できます。したがって、情報が目
的の宛先に到達する可能性が高まります。
ステップ 3

SNMP トラップを有効にするには、該当するチェックボックスを選択します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。
デフォルト設定またはデバイス グループ設定の適用後に保存されていない変更がある場合は、
[Current Settings] の横に「Click Submit to Save」メッセージが赤で表示されます。また、[Reset]
をクリックすると、すでに設定したウィンドウ設定に戻すことができます。[Reset] ボタンは、
デフォルトまたはデバイス グループ設定を適用して現在のデバイス設定を変更し、まだ設定を
送信していない場合だけ表示されます。

CLI から SNMP トラップを有効にするには、snmp-server enable traps グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用できます。
外部 SNMP サーバによる SNMP へのアクセスを制御するには、snmp-server access-list グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して SNMP ACL を適用します。
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（注）

SNMP サーバ ACL を使用している場合は、ループバック インターフェイスを許可する必要が
あります。

（注）

[SNMP General Settings] ウィンドウからデバイス グループ設定を上書きする場合、Central
Manager は SNMP コミュニティ、SNMP グループ、SNMP ユーザ、SNMP ビュー、および
SNMP ホスト設定を削除します。この動作の確認が要求されます。
特別な設定に関連した他の MIB オブジェクトの追加 SNMP トラップを定義するには、ユーザ
定義のトラップを生成するための SNMP トリガーの定義を参照してください。

ユーザ定義のトラップを生成するための SNMP トリガー
の定義
特別な設定に関連した他の MIB オブジェクトの追加 SNMP トラップを定義するには、次の手
順に従って、追加の SNMP トリガーを作成してください。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [Trigger] を選択します。[SNMP Trigger List Entries] ウィ
ンドウが表示されます。このウィンドウの列は、表 16-4 で示すパラメータと同じです。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New SNMP Trigger List Entry] アイコンをクリックします。[Creating New
SNMP Trigger] ウィンドウが表示されます。表 16-4 に、このウィンドウ内のフィールドについ
て説明します。
表 16-4

新しい SNMP トリガー設定の作成

GUI パラメータ

機能

Trigger Name

モニタする通知トリガーのカスタム定義名。

MIB Name

モニタするオブジェクトの MIB 変数名。

Wild Card

Frequency

（任意）[MIB Name] 値がワイルドカードの場合、このチェックボック
スを選択します。SNMP トリガーを編集するときは、このチェック
ボックスは無効になります。
トリガー サンプルの間で待機する秒数（60 ～ 600）
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表 16-4

新しい SNMP トリガー設定の作成 （続き）

GUI パラメータ

機能

Test

SNMP トラップを開始するのに使用するテスト。次のいずれかのテス
トを選択します。

Sample Type

Threshold Value

MIB Var1
MIB Var2
MIB Var3
Comments
ステップ 4

[absent]：最後のサンプリングで存在した指定の MIB オブジェクト
が、現在のサンプリングでは存在しない。

•

[equal]：指定された MIB オブジェクトの値が指定されたしきい値
と等しい。

•

[greater-than]：指定された MIB オブジェクトの値が、指定されたし
きい値より高い。

•

[less-than]：指定された MIB オブジェクトの値が、指定されたしき
い値より低い。

•

[on-change]：最後のサンプリング以降、指定された MIB オブジェ
クトの値が変更された。

•

[present]：以前のサンプリングでは存在しなかった指定の MIB オブ
ジェクトが、現在のサンプリングで存在する。

•

[threshold]：MIB オブジェクトの最大しきい値と最小しきい値を設
定する。

（任意）サンプル タイプ。次のとおりです。
•

[absolute]：0 ～ 2147483647 の範囲内の固定整数値に対して、テス
トが評価されます。

•

[delta]：現在のサンプリングと以前のサンプリングの間における
MIB オブジェクトの値の変動に対して、テストが評価されます。

MIB オブジェクトのしきい値。[Test] ドロップダウン リストで
[absent]、[on-change]、または [present] が選択されると、このフィール
ドは使用されません。
（任意）通知に追加する最大 3 つの代替 MIB 変数の名前。これらの名前
の検証はサポートされないので、必ず正しい名前を入力してください。
トラップの説明

上記のフィールドには、MIB 名、周期、テスト、サンプル タイプ、しきい値、および説明を入
力します。

（注）

ステップ 5

•

読み取り/書き込みの MIB オブジェクトと読み取り専用の MIB オブジェクトにのみ有効
なトリガーを作成できます。読み取りと作成 MIB オブジェクトにトリガーを作成する
場合は、1 データ フィードのポーリング サイクル後に Central Manager 設定から削除さ
れます。

[Submit] をクリックします。
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新しい SNMP トリガーが [SNMP Trigger List] ウィンドウに表示されます。
[SNMP Trigger List Entries] ウィンドウの MIB 名の横にある [Edit] アイコンをクリックすると、
SNMP トリガーを編集できます。
MIB 名の横にある Edit アイコンをクリックしてから、[Delete] タスクバー アイコンをクリック
すると、SNMP トリガーを削除できます。

（注）

デフォルト SNMP トリガのいずれかを削除した場合、それはリロード後に復元されます。

（注）

WAE を以前のバージョンから 6.0 のバージョンにアップグレードすると、すべてのトリガーが
削除されます。
Central Manager を 6.0 にアップグレードすると、すべてのデバイス グループ トリガーが、前の
ソフトウェア バージョンを実行する WAE（存在する場合）にコピーされ、その後すべてのデ
バイス グループ トリガーが削除されます。また、（バージョン 6.0 を実行する）Central
Manager によって管理されている、（6.0 より前のバージョンを実行する）すべての WAE につ
いて、[Trigger Aggregate Settings] が False に設定されます。これにより、DG トリガーは、6.0
よりも前のバージョンを実行するどのデバイスにも適用されなくなります。

（注）

WAE を 6.0 からそれ以前のリリースにダウングレードする場合、すべての IPv6 の設定が削除
されます。すべてのトリガーおよびモニタ ユーザ設定が削除されます。
CLI から SNMP トラップを定義するには、snmp trigger グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用できます。
外部 SNMP サーバによる SNMP へのアクセスを制御するには、snmp-server access-list グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して SNMP ACL を適用します。

（注）

SNMP サーバ ACL を使用している場合は、ループバック インターフェイスを許可する必要が
あります。

SNMP トリガーの集約
個々の WAE デバイスは、カスタム SNMP トリガーを定義できます。また、他のカスタム
SNMP トリガーが定義されているデバイス グループに所属することもできます。
[SNMP Trigger List Entries] ウィンドウ内の [Aggregate Settings] オプション ボタンは、個々のデ
バイスでの SNMP トリガーの集約方法を次のように制御します。
•

デバイスの設定にそのデバイスとそれが所属するデバイス グループに定義されたすべての
カスタム SNMP トリガーを使用する場合は、[Yes] を選択します。

•

デバイス自身に定義されたカスタム SNMP トリガーだけに制限する場合は、[No] を選択し
ます。

設定を変更すると次のメッセージが表示されます。
「This option will take effect immediately and will
affect the device configuration.Do you wish to continue?」[OK] をクリックして作業を続行します。
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SNMP ホストの指定
ホストは、作成順に表示されます。作成できる SNMP ホストの最大数は 4 です。
SNMP ホストを指定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [Host] を選択します。[SNMP Hosts] ウィンドウが表示さ
れます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New SNMP Host] アイコンをクリックします。[Creating New SNMP Host]
ウィンドウが表示されます。表 16-5 に、このウィンドウ内のフィールドについて説明します。
表 16-5

SNMP ホスト設定

GUI パラメータ
Trap Host

Community/User
Authentication

Retry
Timeout

機能
WAE から SNMP トラップ メッセージで送信される SNMP トラップ ホ
ストのホスト名または IP アドレス。これは必須フィールドで、現在は
IPv6 アドレスをサポートしています。
WAE から SNMP トラップ メッセージで送信される SNMP コミュニ
ティまたはユーザの名前（最大 64 文字）。これは必須フィールドです。
SNMP トラップ動作の受信者へ通知を送信するために使用するセキュ
リティ モデル。ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプショ
ンを選択します。
•

[No-auth]：セキュリティ メカニズムなしで通知を送信します。

•

[v2c]：バージョン 2c セキュリティを使用して通知を送信します。

•

[v3-auth]：SNMP バージョン 3 AuthNoPriv を使用して通知を送信
します。

•

[v3-noauth]：SNMP バージョン 3 NoAuthNoPriv を使用して通知を
送信します。

• [v3-priv]：SNMP バージョン 3 AuthPriv を使用して通知を送信します。
inform 要求に許される再試行回数（1 ～ 10）。デフォルトは、2 回です。
inform 要求のタイムアウト（1 ～ 1000 秒）。デフォルトは 15 秒です。

ステップ 4

SNMP トラップ ホストのホスト名または IP アドレス、SNMP コミュニティまたはユーザ名、
通知を送信するためのセキュリティ モデル、および inform 要求の再試行回数とタイムアウト
を入力します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。

CLI から SNMP ホストを指定するには、snmp-server host グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用できます。
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SNMP コミュニティ ストリングの指定
SNMP コミュニティ ストリングは、WAAS デバイスに存在する SNMP エージェントにアクセス
するために使用するパスワードです。コミュニティ ストリングは、group と read-write の 2 種類
あります。コミュニティ ストリングは、SNMP メッセージのセキュリティを強化します。
コミュニティ ストリングは、作成順に表示されます。作成できる SNMP コミュニティの最大数
は 10 です。デフォルトでは、SNMP エージェントは無効で、コミュニティ ストリングは設定
されていません。コミュニティ ストリングを設定すると、デフォルトですべてのエージェント
への読み取り専用アクセスが許可されます。
SNMP エージェントを有効にし、SNMP エージェントにアクセスできるコミュニティ ストリン
グを設定するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [Community] を選択します。[SNMP Community Strings]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New SNMP Community String] アイコンをクリックします。[Creating New
SNMP Community String] ウィンドウが表示されます。表 16-6 に、このウィンドウ内のフィー
ルドについて説明します。
表 16-6

SNMP コミュニティ設定

GUI パラメータ
Community

Group name/rw

機能
WAE の SNMP エージェントにアクセスするときに認証用のパスワー
ドとして使用するコミュニティ ストリング。認証されるには、WAE
に送信された SNMP メッセージの「Community Name」フィールドが、
ここで定義した SNMP コミュニティ ストリングに一致している必要
があります。コミュニティ ストリングを入力すると、WAE 上の
SNMP エージェントが有効になります。このフィールドには、最大 64
文字を入力できます。
これは必須フィールドです。
コミュニティ ストリングが属するグループ。[Read/Write] オプション
を使用すると、このコミュニティ ストリングに read または write グ
ループを関連付けることができます。[Read/Write] オプションは、
MIB サブツリーの一部へのアクセスだけを許可します。ドロップダウ
ン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
•

[None]：コミュニティ ストリングに関連付けるグループ名を指定し
たくない場合は、このオプションを選択します。このオプションを
選択すると、[Group Name] フィールドは無効のままになります。

•

[Group]：グループ名を指定したい場合は、このオプションを選択
します。

•

[Read/Write]：コミュニティ ストリングに関連付けられたグルー
プへの読み取り / 書き込みアクセスを許可したい場合は、このオ
プションを選択します。このオプションを選択すると、[Group
Name] フィールドは無効のままになります。

これは必須フィールドです。
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表 16-6

SNMP コミュニティ設定 （続き）

GUI パラメータ
Group Name

機能
コミュニティ ストリングが属するグループの名前。このフィールドに
は、最大 64 文字を入力できます。このフィールドは、前のフィール
ドで [Group] オプションを選択した場合にだけ使用できます。

ステップ 4

適切なフィールドに、コミュニティ ストリングを入力し、グループへの読み取り/書き込みア
クセスを許可するかどうかを選択し、グループ名を入力します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。

CLI からコミュニティ ストリングを設定するには、snmp-server community グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用できます。

SNMP ビューの作成
ユーザのグループを特定の MIB ツリーを表示するように制限するには、WAAS Central Manager
GUI を使用して SNMP ビューを作成する必要があります。ビューを作成したら、後続の項の説明
に従って、このグループに属する SNMP グループと SNMP ユーザを作成する必要があります。
ビューは、作成順に表示されます。作成できるビューの最大数は 10 です。
バージョン 2 SNMP（SNMPv2）MIB ビューを作成するには、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、[Devices] > [device-name]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [View] を選択します。[SNMP Views] ウィンドウが表示さ
れます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New View] アイコンをクリックします。[Creating New SNMP View] ウィ
ンドウが表示されます。表 16-7 に、このウィンドウ内のフィールドについて説明します。
表 16-7

SNMPv2 ビュー設定

GUI パラメータ
Name

Family
View Type

ステップ 4

機能
このビュー サブツリーのファミリ名を表す文字列（最大 64 文字）。ファミ
リ名は、ENTITY-MIB のような有効な MIB 名である必要があります。こ
れは必須フィールドです。
MIB のサブツリーを識別するオブジェクト ID（最大 64 文字）。これは必
須フィールドです。
ビューから MIB ファミリを包含するか、除外するかを決定するビュー オ
プション。ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選
択します。
•

[Included]：MIB ファミリをビューに入れます。

•

[Excluded]：MIB ファミリをビューから除外します。

適切なフィールドに、ビュー名、ファミリ名、およびビューの種類を入力します。
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ステップ 5

[Submit] をクリックします。

ステップ 6

あとの項の説明に従って、このビューに割り当てる SNMP グループを作成します。

CLI から SNMP ビューを作成するには、snmp-server view グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用できます。

SNMP グループの作成
任意の SNMP ユーザを作成する、またはユーザのグループが特定の MIB サブツリーを表示す
るように制限したい場合は、SNMP グループを設定する必要があります。
グループは、作成順に表示されます。作成できる SNMP グループの最大数は 10 です。
ユーザ セキュリティ モデル グループを定義するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [Group] を選択します。[SNMP Group Strings for WAE] ウィ
ンドウが表示されます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New SNMP Group String] アイコンをクリックします。[Creating New
SNMP Group String for WAE] ウィンドウが表示されます。表 16-8 に、このウィンドウ内の
フィールドについて説明します。
表 16-8

SNMP グループ設定

GUI パラメータ
Name
Sec Model

機能
SNMP グループの名前。最大 64 文字を入力できます。これは必須
フィールドです。
グループ用のセキュリティ モデル。ドロップダウン リストから、次
のいずれかのオプションを選択します。
•

[v1]：バージョン 1 セキュリティ モデル（SNMP バージョン 1
[noAuthNoPriv]）

•

[v2c]：バージョン 2c セキュリティ モデル（SNMP バージョン 2
[noAuthNoPriv]）

•

[v3-auth]：ユーザ セキュリティ レベル SNMP バージョン 3
AuthNoPriv

•

[v3-noauth]：ユーザ セキュリティ レベル SNMP バージョン 3
noAuthNoPriv

•

[v3-priv]：ユーザ セキュリティ レベル SNMP バージョン 3
AuthPriv

（注）

SNMPv1 または SNMPv2c セキュリティ モデルに従って定義さ
れたグループは、SNMP ユーザには関連付けないでください。
それらは、コミュニティ ストリングだけに関連付ける必要が
あります。
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表 16-8

SNMP グループ設定 （続き）

GUI パラメータ
Read View

機能
エージェントの内容を表示できるビューの名前（最大 64 文字）。デ
フォルトで、ビューは定義されません。グループのユーザに読み取り
アクセスを提供するには、ビューを指定する必要があります。
SNMP ビューを作成する方法については、SNMP ビューの作成を参照
してください。
データを入力し、エージェントの内容を設定できるビューの名前（最
大 64 文字）。デフォルトで、ビューは定義されません。

Write View

SNMP ビューを作成する方法については、SNMP ビューの作成を参照
してください。
notify、inform、または trap を指定できるビューの名前（最大 64 文
字）。デフォルトで、ビューは定義されません。

Notify View

SNMP ビューを作成する方法については、SNMP ビューの作成を参照
してください。
ステップ 4

適切なフィールドに、SNMP グループ設定名、セキュリティ モデル、および読み取り、書き込
み、および通知ビューの名前を入力します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。

ステップ 6

あとの項の説明に従って、この新しいグループに属する SNMP ユーザを作成します。

CLI から SNMP グループを作成するには、snmp-server group グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用できます。

SNMP ユーザの作成
ユーザは、作成順に表示されます。作成できるユーザの最大数は 10 です。
SNMP エンジンにアクセスできるユーザを定義するには、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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [User] を選択します。デバイスまたはデバイス グループ
用の SNMP ユーザのリストが表示されます。

ステップ 3

タスクバーで、[Create New SNMP User] アイコンをクリックします。[Creating New SNMP User]
ウィンドウが表示されます。表 16-9 に、このウィンドウ内のフィールドについて説明します。
表 16-9

SNMP ユーザ設定

GUI パラメータ
Name
Group

機能
デバイスまたはデバイス グループにアクセスできるユーザの名前
を表す文字列（最大 32 文字）。これは必須フィールドです。
ユーザが属するグループの名前（最大 64 文字）。これは必須
フィールドです。
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表 16-9

SNMP ユーザ設定 （続き）

GUI パラメータ
Remote SNMP ID

Authentication Algorithm

機能
リモート SNMP エンティティのグローバル一意名識別子（10 ～
64 文字）。SNMPv3 メッセージを WAE へ送信するには、WAE に
リモート SNMP ID を持つ少なくとも 1 人のユーザを設定する必
要があります。SNMP ID は、オクテット文字列形式で入力する必
要があります。このフィールドに入力できるのは、16 進数文字と
コロン（:）だけです。入力した文字列に何らかの色がついた場
合、それはページの送信後に削除されます。
送信中の SNMP パケットの完全性を保証する認証アルゴリズム。
ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択し
ます。
•
•

[No-auth]：SNMP パケット用にセキュリティ メカニズムをオ
ンにする必要がありません。
[MD5]：ハッシュに基づくメッセージ認証コード MD5
（HMAC-MD5）アルゴリズムに基づく認証を提供します。

•

Authentication Password

Confirmation Password
Private Password

[SHA]：ハッシュに基づくメッセージ認証コード安全なハッ
シュ（HMAC-SHA）アルゴリズムに基づく認証を提供します。
ユーザ認証（HMAC-MD5 または HMAC-SHA）パスワードを設定
する文字列（最大 256 文字）。表示制限を超える場合、文字数が
表示領域に合わせて調整されます。特殊文字のスペース、左一重
引用符（`）、一重引用符（'）、二重引用符（"）、パイプ（|）、疑問
符（?）は使用できません。
認証アルゴリズム用に [no-auth] オプションを選択した場合、この
フィールドはオプションです。そうでない場合は、このフィール
ドに値を入力する必要があります。
確認用の認証パスワード。再入力するパスワードは、前のフィー
ルドに入力したパスワードと同じである必要があります。
SNMP エージェントが SNMP ホストからパケットを受信できるよ
うにする認証（HMAC-MD5 または HMAC-SHA）パラメータを設
定する文字列（最大 256 文字の英数字）。表示制限を超える場合、
文字数が表示領域に合わせて調整されます。スペース、左一重引
用符（`）、二重引用符（"）、パイプ（|）、疑問符（?）の特殊文字
は使用できません。

（注）

Confirmation Password

WAAS ソフトウェア バージョン 6.x 以降を使用する
SNMPv3 ユーザの場合、プライベート パスワードは最小 8
文字、最大 256 文字の英数字である必要があります。

確認用のプライベート パスワード。再入力するパスワードは、前
のフィールドに入力したパスワードと同じである必要があります。

ステップ 4

適切なフィールドに、ユーザ名、ユーザが属するグループ、ユーザが属するリモート エンティ
ティのエンジン ID、SNMP トラフィックの改ざんから保護するために使用する認証アルゴリズ
ム、ユーザ認証パラメータ、およびパケット用の認証パラメータを入力します。

ステップ 5

[Submit] をクリックします。
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CLI から SNMP ユーザを作成するには、snmp-server user グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用できます。
さらに、設定されたトリガーをモニタするためにモニタ ユーザを設定する場合、そのモニタ
ユーザを [Monitor User Settings] ドロップダウン ボックスから選択します。
どの SNMP V3 ユーザでもモニタ ユーザとして設定できます。v3-private 以外の V3 認証を持つ
グループで作成されたすべての SNMP ユーザは、モニタ ユーザになる資格があります。モニタ
ユーザは、その役割でいる間は削除できません。同様に、モニタ ユーザが対応するモニタ
ユーザ グループで設定されている場合、そのグループも削除できません。
CLI からモニタ ユーザを作成するには、snmp-server monitor user グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用できます。

SNMP 資産タグ設定の構成
CISCO-ENTITY-ASSET-MIB に値を作成する SNMP 資産タグ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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [Asset Tag] を選択します。[SNMP Asset Tag Settings] ウィ
ンドウが表示されます。

ステップ 3

[Asset Tag Name] フィールドに、資産タグの名前を入力します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

CLI から SNMP 資産タグ設定を構成するには、asset tag グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用できます。

SNMP 連絡先設定の構成
SNMP 連絡先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]（または [Device Groups] >
[device-group-name]）を選択します。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [Contact Information] を選択します。[SNMP Contact
Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

提供されるフィールドに、連絡先の氏名と住所を入力します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

CLI から SNMP 連絡先設定を構成するには、snmp-server contact グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用できます。
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SNMP トラップ ソース設定値の設定
SNMP トラップの送信元になるソース インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

WAAS Central Manager メニューから、[Devices] > [device-name] を選択します。（この設定は、
デバイス グループではサポートされていません）。

ステップ 2

[Configure] > [Monitoring] > [SNMP] > [Trap Source] を選択します。[SNMP Trap Source Settings]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

[Trap Source] ドロップダウン リストから、トラップ ソースとして使用されるインターフェイス
を選択します。使用可能な物理、スタンバイ、およびポート チャネル インターフェイスから、
IP アドレスを持つものだけがリストに表示されます。vWAAS デバイスでは、IP アドレスが割
り当てられた仮想インターフェイスがリストに表示されます。

（注）

ステップ 4

トラップ ソースとして割り当てられたインターフェイスは、トラップ ソースとしての
割り当てを解除するまでは削除できません。

[Submit] をクリックします。

CLI から SNMP トラップ ソースの設定値を設定するには、snmp-server trap-source グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用できます。
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A P P E NDIX

A

定義済み最適化ポリシー
WAAS ソフトウェアには、WAAS システムがネットワーク上の最も一般的なトラフィックを分
類し、最適化できる 200 以上の定義済みの最適化ポリシー ルールが組み込まれています。
表 A-1 に、WAAS がシステムに組み込まれているポリシー ルールに基づいて最適化またはパス
スルーする定義済みのアプリケーションおよびクラス マップを示します。
最適化ポリシーを作成する前に、定義済みのポリシー ルールを参照し、必要に応じて変更する
ことを推奨します。一般に、新しいポリシー ルールを作成するより、既存のポリシー ルール
を変更する方が簡単です。
表 A-1 を参照するときは、次の情報に注意してください。
•

表内の小見出しはアプリケーション名を表し、これらの小見出しの下に、対応するクラス
マップが掲載されています。たとえば、「認証」はアプリケーションの種類、「Kerberos」
はそのアプリケーション用のクラス マップです。

•

アプリケーションおよびクラス マップの横に「モニタ対象」と表記されている場合、アプ
リケーションは WAAS Central Manager のモニタ対象になります。一度に、最大で 25 のア
プリケーションおよび 25 のクラス マップの統計情報をモニタできます。モニタされてい
ないアプリケーションの統計情報を表示するには、次のいずれかの方法を使用します。
– WAAS CLI を使用します。WAAS デバイス上のすべてのアプリケーションおよびクラ

ス マップ用の統計情報を表示できます。詳細については、
『Cisco Wide Area Application
Services Command Reference』を参照してください。
– WAAS Central Manager GUI が、希望するアプリケーションまたはクラス マップ用の統

計情報を表示するように、アプリケーションまたはクラス マップの設定を変更します。
詳細については、第 12 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。
•

WAAS Express デバイスは類似のデフォルト ポリシー ルールを持っていますが、HTTP、
SSL、および SMB トラフィックに対してのみアプリケーション アクセラレーションを実施
します。異なるアプリケーション アクセラレータが表 A-1 に示される場合、それは WAAS
Express デバイスの WAAS の処理の一部ではありません。

WAAS ソフトウェアは、トラフィックの種類に応じて、次の最適化技術を使用します。
•

TFO（転送フローの最適化）：ネットワーク経由のすべての TCP トラフィックを最適化す
る自動的なウィンドウの拡大縮尺、バッファ機能の強化、選択的受信確認などの最適化技
術の集合。

•

DRE（データ冗長性の除去）：WAN 経由で短縮されたデータ ストリームを送信する前に冗
長な情報を削除して送信データのサイズを減らす圧縮技術。DRE は、LZ 圧縮よりもはる
かに大きなストリームを処理し、より大きな圧縮履歴を維持します。DRE は、単一方向
キャッシング、双方向キャッシング、またはアダプティブ キャッシングを使用できます。
特に 表 A-1 で指定がない限り、DRE キャッシングは双方向です。
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•

LZ（圧縮）：DRE と比較してより小さいデータ ストリームを処理し、制限された圧縮履歴
を維持するもう 1 つの圧縮技術。

•

アプリケーション アクセラレータ：EPM、HTTP、ICA、MAPI、NFS、SSL、ストリーミン
グ ビデオなどの種類のトラフィックのための、個別アプリケーション アクセラレータの集
合。
（一部のアプリケーション アクセラレータは WAAS Express デバイスには該当しません）。

表 A-1

定義済みのトラフィック ポリシー ルール

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

class-default（モニタ対象）

LZ+TFO+
他のクラス マップに含まれていない
DRE アダプティブ すべてのポート

宛先ポート

認証
apple-sasl

Passthrough

3659

auth

Passthrough

113

Kerberos

Passthrough

88、888、2053

kerberos-adm（モニタ対象）

Passthrough

749

klogin

Passthrough

543

kpasswd

Passthrough

464

kshell

Passthrough

544

TACACS

Passthrough

49

tell

Passthrough

754

Amanda

TFO

10080

backup-express

TFO

6123

CommVault

TFO

8400

connected

TFO

16384

IBM-TSM

LZ+TFO+
DRE 単一方向

1500 ～ 1502

Legato-NetWorker

TFO

7937、7938、7939

Legato-RepliStor

TFO

7144、7145

Veritas-BackupExec（モニタ対象）

TFO

1125、3527、6101、6102、6106

Veritas-NetBackup

TFO

13720、13721、13782、13785

LZ+TFO+DRE

30000、40000

Cisco-CallManager

Passthrough

2443、2748

cisco-q931-backhaul

Passthrough

2428

cisco-sccp

Passthrough

2000 ～ 2002

h323hostcall

Passthrough

1720

h323hostcallsc

Passthrough

1300

mgcp-callagent

Passthrough

2727

バックアップ（モニタ対象）

～ 8403

CAD
PDMWorks
コール管理
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定義済み最適化ポリシー

表 A-1

定義済みのトラフィック ポリシー ルール （続き）

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

宛先ポート

mgcp-gateway

Passthrough

2427

sip

Passthrough

5060

sip-tls

Passthrough

5061

VoIP-Control

Passthrough

1718、1719、11000 ～ 11999

TFO+ ICA アクセ
ラレータ

1494、2598、または citrix プロトコル
一致に関連付けられたダイナミック
ポート

cuseeme

Passthrough

7640、7642、7648、7649

ezMeeting

Passthrough

10101–10103、26260、26261

MS-NetMeeting（モニタ対象 ）

Passthrough

522、1503、1731

proshare

Passthrough

5713 ～ 5717

PSOM-MTLS

Passthrough

8057

VocalTec

Passthrough

1490、6670、25793、22555

cmd

Passthrough

514

exec

Passthrough

512

login

Passthrough

513

sshell

Passthrough

614

Telnet

Passthrough

23、107

Telnets

Passthrough

992

dmdocbroker

LZ+TFO+DRE

1489

Filenet

LZ+TFO+DRE

32768 ～ 32774

Citrix
Citrix（モニタ対象）

会議機能

コンソール

コンテンツ管理（モニタ対象）

ディレクトリサービス（モニタ対象）
LDAP

LZ+TFO+
DRE 単一方向

389、8404

ldaps

Passthrough

636

msft-gc

LZ+TFO+
DRE 単一方向

3268

msft-gc-ssl

Passthrough

3269

電子メールとメッセージング（モニタ対象）
ccmail

LZ+TFO+DRE

3264

groupwise

LZ+TFO+DRE

1677、2800、3800、7100、7101、
7180、7181、7205、9850

imap

LZ+TFO+DRE

143

imap3

LZ+TFO+DRE

220
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表 A-1

定義済み最適化ポリシー

定義済みのトラフィック ポリシー ルール （続き）

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

宛先ポート

imaps

TFO

993

iso-tsap

LZ+TFO+DRE

102

lotusnote

LZ+TFO+DRE

1352

MAPI （モニタ対象）

LZ+TFO+DRE+
MAPI アクセラ
レータ

UUID:a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd01
0662da

LZ+TFO+DRE

3000、3001

Passthrough

UUID:f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b
2f8426

MS-Exchange-Directory-RFR1

Passthrough

UUID:1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04f
d7bd09

NNTP（モニタ対象 ）

LZ+TFO+DRE

119

nntps（モニタ対象）

TFO

563

openmail

LZ+TFO+DRE

5755、5757、5766、5767、5768、
5729

pcmail-srv

LZ+TFO+DRE

158

pop3

LZ+TFO+DRE

110

pop3s

LZ+TFO+DRE

995

QMTP

TFO

209

smtp（モニタ対象）

LZ+TFO+DRE

25

smtps

TFO

465

1

MDaemon
MS-Exchange-Directory-NSPI

1

企業アプリケーション（モニタ対象）
MS-GROOVE

TFO

2492

SAP（モニタ対象）

LZ+TFO+DRE

3200 ～ 3204、3206 ～ 3219、3221 ～
3224、3226 ～ 3259、3261 ～ 3263、
3265 ～ 3267、3270 ～ 3282、3284 ～
3305、3307 ～ 3351、3353 ～ 3388、
3390 ～ 3399、3600 ～ 3658、3662 ～
3699

Siebel

LZ+TFO+DRE

2320、2321、8448

afpovertcp

LZ+TFO+DRE

548

afs3

LZ+TFO+DRE

7000 ～ 7009

ncp

LZ+TFO+DRE

524

NFS

LZ+TFO+DRE+ NFS 2049
アクセラレータ

sunrpc

Passthrough

111

LZ+TFO+DRE

152

ファイルシステム（モニタ対象）

ファイル転送（モニタ対象）
BFTP
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表 A-1

定義済みのトラフィック ポリシー ルール （続き）

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

宛先ポート

ftp（モニタ対象）

Passthrough

21

LZ+TFO+DRE

20（送信元ポート）

TFO

990

Passthrough

989（送信元ポート）

sftp

LZ+TFO+DRE

115

TFTP

LZ+TFO+DRE

69

TFTPS

TFO

3713

AOL

Passthrough

5190 ～ 5193

Apple-iChat

Passthrough

5297、5298

ircs

Passthrough

994

ircu

Passthrough

531、6660 ～ 6665、6667 ～ 6669

msnp

Passthrough

1863、6891 ～ 6900

sametime

Passthrough

1533

talk

Passthrough

517

xmpp-client

Passthrough

5222

xmpp-server

Passthrough

5269

Yahoo-Messenger

Passthrough

5000、5001、5050、5100

DNS

Passthrough

53

isns

Passthrough

3205

nameserver

Passthrough

42

netbios

Passthrough

137

svrloc

Passthrough

427

WINS（モニタ対象）

Passthrough

1512

Basic-TCP-services

Passthrough

1 ～ 19

BGP

Passthrough

179

corba-iiop-ssl

Passthrough

684

epmap（モニタ対象）

TFO、EPM アクセ 135
ラレータ

msmq

LZ+TFO+DRE

1801、2101、2103、2105

NTP

Passthrough

123

ftp-data

2

ftps
ftps-data

2

インスタント メッセージ

ネーム サービス

Other
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表 A-1

定義済み最適化ポリシー

定義済みのトラフィック ポリシー ルール （続き）

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

宛先ポート

Other-Secure

Passthrough

261、448、695、994、2252、2478、
2479、2482、2484、2679、2762、
2998、3077、3078、3183、3191、
3220、3410、3424、3471、3496、
3509、3529、3539、3660、3661、
3747、3864、3885、3896、3897、
3995、4031、5007、7674、9802、
12109

ssc-agent

LZ+TFO+DRE

2847、2848、2967、2968、38037、
38292

未分類

LZ+TFO+DRE

P2P（モニタ対象）
BitTorrent

Passthrough

6881 ～ 6889、6969

eDonkey

Passthrough

4661、4662

Gnutella

Passthrough

5634、6346 ～ 6349、6355

Grouper

Passthrough

8038

HotLine

Passthrough

5500 ～ 5503

Kazaa

Passthrough

1214

Laplink-ShareDirect

Passthrough

2705

Napster

Passthrough

6666、6677、6688、6700、7777、
8875

Qnext

Passthrough

44、5555

SoulSeek

Passthrough

2234、5534

WASTE

Passthrough

1337

WinMX

Passthrough

6699

hp-pdl-datastr

LZ+TFO+DRE

9100

IPP

LZ+TFO+DRE

631

printer

LZ+TFO+DRE

515

print-srv

LZ+TFO+DRE

170

xprint-server

LZ+TFO+DRE

8100

印刷（モニタ対象）

リモートデスクトップ（モニタ対象）
Altiris-CarbonCopy

Passthrough

1680

citrixadmin

LZ+TFO+
DRE 単一方向

2513

citrixima

LZ+TFO+
DRE 単一方向

2512

citriximaclient（モニタ対象）

LZ+TFO+DRE

2598

ControlIT

TFO

799

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

A-6

付録 A

定義済み最適化ポリシー

表 A-1

定義済みのトラフィック ポリシー ルール （続き）

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

宛先ポート

Danware-NetOp

TFO

6502

ica（モニタ対象）

LZ+TFO+DRE

1494

laplink

LZ+TFO+
DRE 単一方向

1547

Laplink-surfup-HTTPS

TFO

1184

ms-wbt-server（モニタ対象）

TFO

3389

net-assistant

Passthrough

3283

netrjs-3

TFO

73

pcanywheredata

TFO

5631、5632、65301

radmin-port

TFO

4899

Remote-Anything（モニタ対象）

TFO

3999、4000

timbuktu

TFO

407

timbuktu-srv

TFO

1417 ～ 1420

Vmware-VMConsole

TFO

902

VNC（モニタ対象）

TFO

5800 ～ 5809、5900 ～ 5909

x11

TFO

6000 ～ 6063

Double-Take

LZ+TFO+
DRE 単一方向

1100、1105

EMC-Celerra-Replicator

LZ+TFO+
8888
DRE アダプティブ

MS-AD-Replication1

LZ+TFO+DRE

UUID:e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04f
c2dcd2

ms-content-repl-srv

TFO

507、560

LZ+TFO+DRE

UUID:f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b
2f8426

レプリケーション（モニタ対象）

MS-FRS

1

netapp-snapmirror

LZ+TFO+
10565 ～ 10569
DRE アダプティブ

pcsync-http

LZ+TFO+DRE

8444

pcsync-https

TFO

8443

rrac

TFO

5678

Rsync（モニタ対象）

LZ+TFO+
DRE 単一方向

873

gds_db

LZ+TFO+DRE

3050

IBM-DB2

LZ+TFO+DRE

523

intersys-cache

LZ+TFO+DRE

1972

ms-olap4

TFO

2383

SQL（モニタ対象）
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表 A-1

定義済み最適化ポリシー

定義済みのトラフィック ポリシー ルール （続き）

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

宛先ポート

ms-sql-m

LZ+TFO+DRE

1434

LZ+TFO+DRE

UUID:3f99b900-4d87-101b-99b7-aa0004
007f07

ms-sql-s（モニタ対象）

LZ+TFO+DRE

1433

MySQL

LZ+TFO+DRE

3306

Oracle

LZ+TFO+DRE

66

orasrv

LZ+TFO+DRE

1521、1525

Pervasive-SQL

LZ+TFO+DRE

1583

PostgreSQL

LZ+TFO+DRE

5432

sqlexec

LZ+TFO+DRE

9088、9089

sql-net

LZ+TFO+DRE

150

sqlserv

LZ+TFO+DRE

118

sqlsrv

LZ+TFO+DRE

156

ssql

LZ+TFO+DRE

3352

sybase-sqlany

LZ+TFO+DRE

1498、2439、2638、3968

UniSQL

LZ+TFO+DRE

1978、1979

TFO

22

TFO

443

EMC-SRDFA-IP

LZ+TFO+DRE

1748

FCIP

LZ+TFO

3225

iFCP

LZ+TFO+DRE

3420

iscsi

LZ+TFO+DRE

3260

Liquid-Audio

LZ+TFO+
DRE 単一方向

18888

ms-streaming（モニタ対象）

LZ+TFO+
DRE 単一方向

1755

RTSP（モニタ対象）

LZ+TFO+
DRE 単一方向 +
Video アクセラ
レータ

554、8554

BMC-Patrol

Passthrough

6161、6162、6767、6768、8160、
8161、10128

eTrust-policy-Compliance

TFO

1267

MS-SQL-RPC

1

SSH
SSH（モニタ対象）
SSL（モニタ対象）
HTTPS（モニタ対象）
ストレージ（モニタ対象）

ストリーミング（モニタ対象）

システム管理（モニタ対象）
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定義済み最適化ポリシー

表 A-1

定義済みのトラフィック ポリシー ルール （続き）

アプリケーション/クラス マップ

WAAS の処理

宛先ポート

flowmonitor

LZ+TFO

7878

HP-OpenView

Passthrough

7426

LANDesk

LZ+TFO+DRE

9535、9593 ～ 9595

NetIQ

Passthrough

2220、2735、10113 ～ 10116

Netopia-netOctopus

Passthrough

1917、1921

netviewdm

Passthrough

729 ～ 731

novadigm

LZ+TFO+DRE

3460、3461、3464

novell-zen

LZ+TFO+DRE

1761 ～ 1763、2037、2544、8039

objcall

LZ+TFO+DRE

94、627、1965、1580、1581

WBEM

Passthrough

5987 ～ 5990

Clearcase

LZ+TFO+DRE

371

cvspserver

LZ+TFO+DRE

2401

L2TP

TFO

1701

OpenVPN

TFO

1194

PPTP

TFO

1723

～ 7431、7501、7510

バージョン管理（モニタ対象）

VPN

Web（モニタ対象）
HTTP（モニタ対象）

LZ+TFO+DRE+HT 80、3128、8000、8080、8088
TP アクセラレータ

soap-http

LZ+TFO+
7627
DRE アダプティブ

1. これらの分類子は、WAAS の EPM サービスを使用してトラフィックを加速します。EPM に基づくアプリケーション
には定義済みのポートがないため、アプリケーションの UUID を使用してトラフィックを識別する必要があります。
2. これらの分類子は、送信先ポートの代わりに送信元ポートを識別します。
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B

トランザクション ログ形式
トランザクション ログ機能をして、Wide Area Application Service（WAAS）デバイスの個々の
TCP トランザクションをログに記録できます。トランザクション ログ機能の設定については、
「トランザクション ログ機能の設定」セクション（15-68 ページ）を参照してください。
TFO トランザクション ログは、ローカル ディスクの local/local1/logs/working.log ディレクトリ
に維持されます。
次のように、異なるテンプレートを持つ複数の種類のトランザクション ログ メッセージが存
在します。
•

最適化されたフロー開始メッセージ：
Time_Stamp、Conn_ID、Src_IP、Src_Port、Dst_IP、Dst_Port、OT、Log_type、Conn_type、
Peer_ID、App_map_name、App_name、App_classifier_name、Flag_directed_mode、
TFO_cfgd_policy、TFO_drvd_policy、TFO_peer_policy、TFO_neg_policy、
TFO_applied_policy、TFO_reject_reason、AO_cfgd_policy、AO_drvd_policy、
AO_neg_policy、AO_reject_reason、SSL_reject_reason、DSCP、Link_rtt

•

最適化されたフロー終了メッセージ：
Time_Stamp、Conn_ID、Src_IP、Src_Port、Dst_IP、Dst_Port、OT、Log_type、Conn_type、
AO_neg_policy、Original_bytes_read、Original_bytes_written、Optimized_bytes_read、
Optimized_bytes_written

•

パススルー フロー メッセージ：
Time_Stamp、Src_IP、Src_Port、Dst_IP、Dst_Port、BP、Bypass_Reason、TFO_cfgd_policy、
TFO_drvd_policy、TFO_peer_policy、TFO_reject_reason、AO_cfgd_policy、
AO_drvd_policy、AO_reject_reason

•

最適化されたフロー TFO 終了メッセージ：
Time_Stamp、Conn_ID、Src_IP、Src_Port、Dst_IP、Dst_Port、SODRE、END、
Original_bytes_read、Original_bytes_written、Optimized_bytes_read、
Optimized_bytes_written、Conn_close_state

•

システム リスタート メッセージ：
Time_Stamp :0 :0 :0 :0 :0 :RESTART
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表 B-1 で、トランザクション ログ メッセージにあるフィールドについて説明します。
表 B-1

トランザクション ログ フィールドの説明

フィールド

説明

Time_Stamp

ログ メッセージがいつ生成されたのかを示すタイム スタンプ。

Conn_ID

接続の一意の識別子。

Src_IP、Src_Port

接続元 IP アドレスとポート番号。

Dst_IP、Dst_Port

接続先 IP アドレスとポート番号。

OT

最適化された接続を示します。

BP

パススルー接続を示します。

SODRE

TFO によって生成されたログ メッセージを示します。

Log_type

START または END はフローの開始または終了を示します。

Conn_type

接続の種類：
INTERNAL CLIENT：WAE からローカルで開始された接続
EXTERNAL CLIENT：WAE がブランチ デバイスとして動作する接続
INTERNAL SERVER：WAE でローカルで終了した接続
EXTERNAL SERVER：WAE がデータセンター デバイスとして動作す
る接続。

Peer_ID

ピア WAE のデバイス ID。

App_map_name

マップの名前。

App_classifier_name

分類子の名前。

App_name

アプリケーションの名前。

TFO_cfgd_policy

ローカル デバイス上の TFO により設定されたポリシー。

TFO_drvd_policy

設定された条件とダイナミック条件に基づく、ローカル デバイス上
の TFO により派生されたポリシー。このポリシーは、ピア WAE と
ネゴシエートするために使用されます。

TFO_peer_policy

ローカル デバイスに送信された、ピア上の TFO により派生されたポ
リシー。

TFO_neg_policy

TFO によりネゴシエートされたポリシー。このポリシーは、派生さ
れたポリシーとピア ポリシー間で最も一般的でないポリシーです。

TFO_applied_policy

接続に適用される最後のポリシー。接続の確立後に、接続のデータ
に基づいて接続に対してポリシーの変更が行われ、その結果、適用
されたポリシーがネゴシエートされたポリシーと異なる場合があり
ます。

TFO_reject_reason

拒否された接続の理由を示します。「なし（None）」は拒否理由が設
定されていないことを示します。

AO_cfgd_policy

ローカル デバイスで設定されたアプリケーション アクセラレータ。
これは、対応するポリシーで設定されたアクセラレータから派生さ
れます。

AO_drvd_policy

ローカル デバイス上のアプリケーション アクセラレータから派生し
たポリシー。

AO_neg_policy

アプリケーション アクセラレータによりネゴシエートされたポリ
シー。このポリシーは、派生されたポリシーとピア ポリシー間で最
も一般的でないポリシーです。
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表 B-1

トランザクション ログ フィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

AO_reject_reason

接続がアプリケーション アクセラレータにより拒否された理由を示
します。「なし（None）」は拒否理由が設定されていないことを示し
ます。

SSL_reject_reason

接続が SSL アクセラレータにより拒否された理由を示します。「な
し（None）」は拒否理由が設定されていないことを示します。

DSCP

送信接続で設定された DiffServ コード ポイント値。

Link_rtt

リンクのラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）。

Original_bytes_read

元の側の接続で読み取られたバイト数。

Original_bytes_written

元の側の接続で書き込まれたバイト数。

Optimized_bytes_read

最適化された側の接続で読み取られたバイト数。

Optimized_bytes_written 最適化された側の接続で書き込まれたバイト数。
RESTART

WAE がリロードされ、トランザクション ログ プロセスが開始され
たことを示します。

トランザクション ログ メッセージの一部の例を次に示します。

両側で完全に最適化（SSL 拒否あり）
Fri Jan 30 03:15:41 2009 :43 :2.57.223.130 :4808 :2.57.223.2 :443
:00.14.5e.95.4c.85 :basic :SSL :HTTPS :F :(TFO) (TFO) (TFO) (TFO)
:<Keepalive Timeout> :0 :0
Fri Jan 30 03:15:41 2009 :43 :2.57.223.130 :4808 :2.57.223.2 :443
Fri Jan 30 03:15:41 2009 :43 :2.57.223.130 :4808 :2.57.223.2 :443
:806 :28

:OT :START :EXTERNAL CLIENT
(TFO) :<None> :(None) (None) (None) :<None>
:SODRE :END :0 :0 :0 :0 :0
:OT :END :EXTERNAL CLIENT :(None) :284 :806

両側で完全に最適化
Mon Feb 2 14:31:21 2009 :16 :2.75.52.131 :4374
:basic :Web :HTTP :F :(DRE,LZ,TFO) (DRE,LZ,TFO)
(HTTP) :<None> :<None> :0 :0
Mon Feb 2 14:31:26 2009 :16 :2.75.52.131 :4374
Mon Feb 2 14:31:26 2009 :16 :2.75.52.131 :4374
:429

:2.75.52.3 :80 :OT :START :EXTERNAL CLIENT :00.14.5e.83.8c.cf
(DRE,LZ,TFO) (DRE,LZ,TFO) (DRE,LZ,TFO) :<None> :(HTTP) (HTTP)
:2.75.52.3 :80 :SODRE :END :370 :173 :299 :429 :0
:2.75.52.3 :80 :OT :END :EXTERNAL CLIENT :(HTTP) :0 :0 :299

DRE だけが有効な状態で最適化
Mon Feb 2 14:48:31 2009 :27 :2.75.52.131
:basic :Web :HTTP :F :(DRE,TFO) (DRE,TFO)
:<None> :<None> :0 :0
Mon Feb 2 14:48:36 2009 :27 :2.75.52.131
Mon Feb 2 14:48:36 2009 :27 :2.75.52.131
:405

:4389 :2.75.52.2 :80 :OT :START :EXTERNAL CLIENT :00.14.5e.83.8c.cf
(DRE,LZ,TFO) (DRE,TFO) (DRE,TFO) :<None> :(HTTP) (HTTP) (HTTP)
:4389 :2.75.52.2 :80 :SODRE :END :246 :468 :636 :405 :0
:4389 :2.75.52.2 :80 :OT :END :EXTERNAL CLIENT :(HTTP) :0 :0 :636
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LZ だけが有効な状態で最適化
Mon Feb 2 14:39:12 2009 :20 :2.75.52.131 :4379 :2.75.52.3 :80 :OT :START :EXTERNAL CLIENT :00.14.5e.83.8c.cf
:basic :Web :HTTP :F :(LZ,TFO) (LZ,TFO) (DRE,LZ,TFO) (LZ,TFO) (LZ,TFO) :<None> :(HTTP) (HTTP) (HTTP) :<None>
:<None> :0 :0
Mon Feb 2 14:39:17 2009 :20 :2.75.52.131 :4379 :2.75.52.3 :80 :SODRE :END :370 :173 :219 :295 :0
Mon Feb 2 14:39:17 2009 :20 :2.75.52.131 :4379 :2.75.52.3 :80 :OT :END :EXTERNAL CLIENT :(HTTP) :0 :0 :219
:295

DRE と LZ の両方が無効な状態で最適化
Mon Feb 2 14:49:36 2009 :28 :2.75.52.131 :4390 :2.75.52.2 :80 :OT :START :EXTERNAL CLIENT :00.14.5e.83.8c.cf
:basic :Web :HTTP :F :(TFO) (TFO) (DRE,LZ,TFO) (TFO) (TFO) :<None> :(HTTP) (HTTP) (HTTP) :<None> :<None> :0
:0
Mon Feb 2 14:49:41 2009 :28 :2.75.52.131 :4390 :2.75.52.2 :80 :OT :END :EXTERNAL CLIENT :(HTTP) :0 :0 :468
:246

パススルー接続
Thu Jul 24 03:09:34 2008 :2.75.52.130 :40027 :2.75.52.2 :80 :BP :GLB_CFG :(DRE,LZ,TFO) (None) (None) :<Global
Config> :(HTTP) (None) :<Global Config>

システム リスタート
Sun Oct 25 17:46:32 2009 :0 :0 : 0 :0 :0 :RESTART
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10-35

ライセンスのインストール

WAAS サービス、定義

2-11

Windows 認証
10-36

インターフェイスの最適化の設定
登録プロセス

10-23

Windows ドメイン サーバ設定

10-37

デバイス証明書の設定

設定

Web ブラウザのサポート

10-37

HTTP セキュア サーバの有効化

サポート対象

5-23

WAE 上での代行受信の設定

WAAS Central Manager GUI

CLI

5-16

5-31

SC 上での代行受信の設定

14-11

WAAS CLI、定義

11-1

Cisco Express Forwarding（CEF）

アップグレード

定義

5-15

WCCP

WAAS Central Manager

アクセス

14-13

WAFS。CIFS を参照

WAAS TCP Traceroute

復元

14-13

WAE パケット返信

1-20

10-1

14-39

12-99

TCP 適応バッファリング設定
機能

12-101

1-7
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定義

1-7, 12-1

い

アクセラレータ
有効化

イーサネット インターフェイス設定の変更

12-2

アクセラレータしきい値
アクティブ化、デバイスの
圧縮、定義

移行、データ

12-93

1-6

アップグレード
WAAS Central Manager デバイス
プロセス

14-6

作成

3-11

定義

3-10

表示

12-91

印刷サービス
定義

1-7, 12-1

1-9

インターフェイス

12-2

AppNav-XE サービス挿入の有効化

アプリケーション ポリシー
位置

12-97

DHCP 用の手動設定

作成

12-86

WAAS Express の最適化

作成プロセス
準備作業

12-84
12-85

デフォルトの復元

12-94

アプリケーション定義

復元

12-95

15-5

セキュア ストアの有効化

1-7

10-25

10-10

5-45

5-45

IP アドレスの設定

5-55

VLAN ID チェック

5-48

5-56

インターフェイス設定

暗号化

シリアル クラスタリング

5-49
5-57

インライン モードでのクラスタリング

5-57

インライン モードでのシリアル クラスタリン
グ
5-57

14-34
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2-10

VLAN 設定

15-3

アラーム過負荷検出、有効化

ディスク

インターフェイス モジュール インライン モー
ド
5-45

インライン モード

アラーム パネル
ウィンドウ

6-1

インライン ネットワーク アダプタ カード

アラーム
デバイス報告

6-18

インテリジェントなメッセージ予測

12-91
12-86

仮想の設定

説明

アプリケーション分類子
作成

5-45

6-20

インターフェイスレベルの DHCP

12-85

一致条件

6-22

6-18

インライン
設定

12-95

アプリケーション リスト、表示
作成

12-97

3-12

一致条件、作成

12-96, 15-2

アプリケーション アクセラレーション
有効化

3-11

位置ツリー

アプリケーション

定義

削除

位置、アプリケーション ポリシー

14-8

14-1

モニタリング

2-30

位置

14-37

デバイス グループ

6-8

索引

う

き

ウィンドウ

ギガビット イーサネット インターフェイス

15-5, 15-7, 15-9

変更

ウィンドウ「Device Dashboard ウィンドウ」を参
照
15-9
ウィンドウの拡大縮小、定義

6-8

起動フラグ

1-5

14-24

強制、グループ設定の

3-8

許可
機能のデフォルト値

え

7-4

エンティティ
ドメインへの追加

く

8-15

グループユーザ グループの表示

8-18

お
統計情報、収集

け

12-86

欠落、ディスクに基づくソフトウェアの
復旧

か

簡易ネットワーク管理プロトコル「SNMP」を参
照
16-2

カーネル デバッガ
有効化

現在のソフトウェア バージョン

15-72

決定

回線コンソール キャリア検出
設定

こ

6-18

監査証跡ログ
表示

14-3

7-11

仮想インターフェイス
変更

14-25

高速オフライン検出
7-37, 15-71

完全最適化（アダプティブ キャッシュ）処理

12-89

設定

10-24

定義

10-25

完全最適化（双方向キャッシュ）処理

12-89

広帯域幅 WAN リンク

完全最適化（単方向キャッシュ）処理

12-89

固定 IP アドレス

管理 IP アドレス

管理ログイン認証フェールオーバー

WAE 用

6-28

壊れているシステム イメージ
復旧

7-12

14-21

7-14

7-2

Windows ドメインの概要
デフォルト

設定

7-28

管理ログインの認証および許可
TACACS+ の概要

2-10

固定 IP ルート

10-2

RADIUS の概要

2-8

さ

7-17

7-4

ローカル データベースの説明

サービス コンテキスト、AppNav
7-6

4-2

サービス パスワード
設定

5-10
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再起動、デバイスの

モニタリング

14-38

再送信時間倍率
定義

15-5

システム ソフトウェア
復旧

6-27

最適化

14-21

システム ソフトウェアのインストール

WAAS Express インターフェイスの設定
グローバル機能の有効化

6-20

14-14

システム ソフトウェアの再インストール

14-14

システム ダッシュボード

12-2

サイトおよびネットワークの計画

システム規模の情報の表示

2-4

削除

15-2

システム メッセージ ログ

アカウント
位置

8-6

3-11

ソフトウェア ファイル
デバイス グループ

15-65

表示

15-70

システム設定

14-10

設定

8-20

作成

自動検出

アカウント

1-20

アプリケーション定義

DHCP サーバの要件

14-4

アプリケーション ポリシー

シャット ダウン、WCCP の

12-86

5-27
11-5

出力方式

12-86

設定

12-91

ローカル ユーザ

2-8

シャドウ コピー、共有フォルダ用の

12-85

アプリケーション分類子

5-31

条件

8-4

サポートされる WAVE デバイス

変更または IP ACL からの削除

2-11

サポートされるハードウェア デバイス
サマリー レポート

7-11

自動登録

8-4

新しいソフトウェア ファイル

一致条件

10-19

実行タイムアウト

3-6

ユーザ グループ

使用

2-11

証明書
再インポート

15-48

9-6

10-38

処理
Passthrough

し

TFO only

12-88
12-88

TFO with DRE
（アダプティブ キャッシュ）

時間帯
地域の略号
パラメータ設定

10-8
10-6

TFO with DRE（双方向キャッシュ）

12-89

TFO with DRE（単方向キャッシュ）

12-89

12-89

シスコによる Microsoft Windows Update のサポー
ト
12-82

TFO with LZ compression

システム イベント ログ機能

完全最適化（双方向キャッシュ）

設定

15-65

ログの表示

完全最適化（アダプティブ キャッシュ）
種類

メッセージの優先順位
15-70

15-67

診断テスト

14-21

システム ステータス
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12-89

12-89

12-88

シングル サインオン用の WAAS CM の設定

システム イメージ
復旧

12-89

15-73

7-34

索引

す

そ

スケジューリング

総称ルーティング カプセル化 GRE カプセル化を参照
してください
5-15, 5-16

レポート

15-54

ソフトウェア

スタンバイ Central Manager
プライマリへの切り替え

復旧

14-32

ソフトウェア クロック

スタンバイ インターフェイス
設定

14-21
10-6

ソフトウェア バージョン

6-3

物理インターフェイスの割り当て
プライマリ インターフェイス

決定

6-6

14-3

ソフトウェア ファイル

6-6

Cisco.com からの入手

スタンバイ グループ
インターフェイス

14-4

ソフトウェア ファイルの入手

6-3

ソフトウェア ライセンス

10-3

ソフトウェア リカバリ

せ

14-4

14-14

ソフトウェアのアップグレード

制御されたシャットダウン

複数のデバイス用

14-39

プロセス

セキュア シェル
設定

ホストのキー

WAE での有効化

10-13

代行受信

10-14

キーおよびパスワードの変更

WCCP

10-13

5-11

ポリシーベース ルーティング

10-10

代行受信 ACL

10-18

5-35

5-29

ダイナミック共有

セキュリティ
セキュア ストアの有効化
ディスク暗号化

14-34

SMB アクセラレータ用に作成

10-10

ダウングレード

TCP 接続の表示

15-49

接続統計情報、AppNav

4-58

接続統計情報レポート

11-7

14-3

タスクバー アイコン

接続

選択的受信確認

5-59

appnav-controller

10-16

スタンバイ Central Manager での有効化

接続トレース

14-3

た

Central Manager での有効化

無効化

14-1

7-8

セキュア ストア

設定

14-8

ソフトウェアのバージョン

7-7

14-4

1-16

ダッシュボード
カスタマイズ

15-49

4-57

15-13

システム

15-2

デバイス

15-9

1-6

ち
チャート

15-30

カスタマイズ

15-13
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設定

15-17

トポロジ

説明

15-18

複数のグループに割り当てる影響

追加

15-15

複数のデバイス グループへの追加

15-48

リブート

3-9
3-7

14-38

デバイス グループ

つ

グループ設定の強制

追加
チャート

15-15

通知設定
レポート

10-26

削除

3-6

作成

3-3

作成プロセス

3-2

重複の有効化

3-7

設定

3-4

設定の変更

て

3-8

3-8

設定優先の設定

データ移行

定義

2-30

データ一貫性、定義

リスト

1-6

データベースのバックアップ

14-11

3-5

3-7

デバイス ログ、表示

15-72

デバイス位置

ディスク
モニタリング

15-51

ディスク レポート

15-51

ディスク暗号化

14-34

データ キャッシュ管理の設定

3-11

作成

3-11

定義

3-10

復旧

14-36

14-25

デフォルト状態、復元

ディスクに基づくソフトウェア、欠落
復旧

削除

デバイス登録情報

ディスク処理

停電

3-1

デバイスの追加および削除

11-4

データ冗長性除去、定義

3-8

14-13

14-25
14-21

適応バッファリング、TFO

と

12-101

テスト コマンド、トラブルシューティング用
の
15-74

透過リダイレクション、ルータでの設定

デバイス

登録

アクティブ化
アラーム

14-37

3-6

情報の表示

設定

完全最適化（単方向キャッシュ）

15-7, 15-44, 15-49

デバイス グループへの追加

トポロジ レポート
3-9
3-5

15-48

ドメイン
エンティティの追加
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10-6

処理

1-20

デバイス グループ設定の変更

10-30

時計

10-6

14-38

自動検出

10-31

WAAS Express デバイス

グループ割り当ての表示
再起動

1-7

AppNav-XE デバイス

15-5

クロック設定

動作予測とバッチ処理

5-7

8-15

12-89

索引

削除

8-17

ネットワーク トラフィック アナライザ ツール

作成

8-14

ネットワーク解析モジュールの統合

定義

8-14

表示

8-17

変更および削除

ユーザ アカウントへの割り当て
ユーザ グループへの割り当て

8-16

ハードウェア クロック

8-19

パケット転送方式

トラップ
イネーブル化

16-15

5-15

レイヤ 3 GRE
パケット返信

トラフィック統計情報の収集、有効化
トラフィック統計レポート
チャートの説明

12-86

15-73

14-23

15-75

WAAS TCP Traceroute を使用した
トランザクション ログ機能

CMS データベース
バッファリングの強化
15-75

14-11
1-6

バナー

15-68

15-68

14-13

バックアップおよび復元

15-74
15-74

14-11

WAAS Central Manager
WAE デバイス

show command ユーティリティを使用した

ログ形式

8-6, 8-7

バックアップ

15-74

Tethereal を使用した

5-15

管理者の復旧

Central Manager 診断テストを使用した

TCPdump を使用した

5-16

アカウントの変更

15-18

CLI コマンド

5-17

パスワード

15-2

トラブルシューティング

設定

10-6

レイヤ 2 リダイレクション
16-17

13-1

は

8-17

SNMP の定義

15-74

設定

7-10

汎用 GRE 出力方式

5-31

B-1

トリガー
SNMP の定義

ひ

16-17

ビデオ アクセラレータ
有効化

に

12-2

表示

認証

アプリケーション リスト

機能のデフォルト値

7-4

分類子レポート

認証サーバ
設定

12-76, 12-95

ポリシー レポート
7-12, 7-14

認証データベース、種類

ロール設定

12-94

12-94

8-13

7-2

ふ
ね

ファイル サービス

ネットワーク
情報の表示

SMB 設定プロセス
15-2

機能

11-6

1-9
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準備

11-6

ポリシー レポート、表示

定義

1-8

ポリシーベース ルーティング

フェールオーバー、管理ログイン認証

概要

7-28

復元

2-22

代行受信の設定
14-11

WAAS Central Manager
WAE デバイス

定義
14-13

アプリケーション ポリシー

5-35

1-23

ネクストホップが使用できるかどうかの確
5-42
認

14-13

WAE をデフォルト状態に

12-94

12-95

アプリケーション分類子

12-95

め

複数の IP アドレス
1 つのインターフェイスでの設定
輻輳通知、定義

6-7

明示的輻輳通知
定義

6-27

6-26

メッセージ ログ

復旧
システム ソフトウェア

表示

14-21

ディスクに基づくソフトウェアの欠落から
の
14-25
デバイス登録情報

14-25

紛失した管理者パスワード
復旧用システム イメージ
ブラウザのサポート

メッセージ署名サーバ データベース

も

14-23
14-21

モニタリング

2-11

NetQoS のフロー

フラッシュ メモリ
壊れた

SNMP

14-21
1-9

12-96, 15-2

システム ステータス

15-57

紛失した管理者パスワード
14-23

分類子、作成

16-2

カスタム レポートの作成

フロー モニタリング

復旧

15-57

アプリケーション

プリント アクセラレータ
設定

15-70

15-5

チャートの設定

15-17

チャートの説明

15-18

定義済みレポート
12-86

分類子レポート、表示

ディスク情報
12-76, 12-95

ほ

15-43
15-51

リソース使用率

15-50

ゆ

ポート

ユーザ アカウント

139

監査証跡
バイパス

2-7

ログ表示

ポート チャネル インターフェイス
設定

6-13

表示

物理インターフェイスの割り当て
ロード バランシング

6-17

6-16

7-37

管理

8-7

削除

8-6
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15-71

監査証跡ログ

15-52

11-7

索引

作成

8-4

作成プロセス
ドメイン

り

8-2

リソース使用率レポート

8-14

ドメイン エンティティの追加

8-15

リダイレクション方式

5-1
14-38

ドメインの削除

8-17

リブート、デバイスの

ドメインの表示

8-17

リモート ログイン

ドメインへの割り当て
パスワードの変更
表示

アクセスの制御

8-16

8-8

る

8-6

ロール

ルータ

作成

8-10

表示

8-13

WCCP 透過リダイレクションの設定

変更および削除
割り当て

8-13

レイヤ 2 リダイレクション

削除

8-20

作成

8-18

定義

8-18

E メール サーバ設定の構成
カスタマイズ
8-19

8-21
8-19
2-27, 7-1

15-52

カスタムの表示

15-54

15-52

スケジューリング

有効化

接続統計情報
16-15
16-13

定義済み

15-43

トポロジ

15-48

12-2

編集

トラフィック統計情報の収集

12-86

リソース使用率

優先順位

12-52

15-54
15-49

最適化およびアクセラレータ
プロトコル チェーン

10-26

15-13

カスタムの作成
管理

ユーザ認証ログイン認証を参照

SNMP エージェント

5-17

レポート

ドメインへの割り当て
ロールの割り当て

5-7

れ

8-12

ユーザ グループ

SNMP

7-7

8-6, 8-7

変更および削除

表示

15-50

15-54
15-50

レポートの E メール サーバ設定

10-26

15-67

ろ
よ

ローカル CLI アカウント、定義

要求リダイレクション方式

5-1

ローカル ユーザ、作成
ロード バランシング

8-4
1-23, 5-12, 6-17

ロール

ら
ライセンス

8-2

サービスへの読み取りアクセス
10-3

削除

8-10

8-13
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索引

作成および管理
設定の表示
定義

8-9

表示

8-13

8-10
8-13

変更および削除

8-13

ユーザ アカウントへの割り当て

8-12

ユーザ グループへの割り当て

8-19

ロールに基づくアカウント
定義

8-1, 8-3

ロールの
削除

8-13

ログイン アクセス
制御

7-7

ログイン認証
定義

2-27, 7-1

ログ機能
監査証跡ログの表示

15-71

システム メッセージの表示
システム ログ機能の設定
デバイス ログの表示

15-70
15-65

15-72

トランザクション ログ機能

15-68

トランザクション ログ形式

B-1

メッセージの優先順位

15-67

わ
割り当て
デバイス グループへのデバイスの

3-5

複数のデバイス グループへのデバイスの

3-7
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