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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 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 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 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、 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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Cisco AppNav の概要
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 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 適化ポリシーに
従ってトラフィックを 適化し、加速する WAAS 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 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 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 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 大 32 まで定義でき
ます。
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Cisco AppNav の概要
図 4-1 AppNav ソリューション コンポーネント

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 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 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 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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Cisco AppNav の概要
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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Cisco AppNav の概要
• 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。

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、 大 8 個の物理インターフェイスを持つ
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 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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Cisco AppNav の概要
• 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 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、 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 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 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 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 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 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 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 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。
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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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Cisco AppNav の概要
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

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

Site A Site B Site C Site D Site E Site F

AppNav Cluster
ANC-1

WNG-1

WN-1

WN-2

Site A
Site B

HTTP
SSL

Sites C, D, E, F
All other apps

WN-3

WN-4

WN-5

WN-6

WN-7

WN-8

WN-9

WNG-2 WNG-3 WNG-4

ANC-2

33
34

65

WAN
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Cisco AppNav の概要
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 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 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 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 導入の前提条件
AppNav 導入には、次の前提条件があります。

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

• 各 WAAS アプライアンス AppNav コントローラ は、appnav-controller デバイス モードで設
定する必要があります。

• 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。

（注） AppNav-XE デバイス CLI からクラスタを設定することにより、Central Manager を使用せずに、
小規模な展開で AppNav-XE デバイスを使用できます。詳細については、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 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 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 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 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
4-12
Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド

 



 

第 4 章     AppNav の設定

AppNav クラスタの設定
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 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 適化ポリシー」に記載されているデフォルト 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。
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個別の管理インターフェイスによるインターフェイス設定

管理トラフィックにトラフィック データ パスとは別の専用インターフェイスを使用する場合、
この項の説明に従ってデバイスを接続し、設定します。

AppNav コントローラ

ステップ 1 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
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 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 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
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。

– 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。

– 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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AppNav クラスタの設定
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 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 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

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。 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。 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 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 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 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、 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。 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 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 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 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 グラフィカル インターフェイス ウィザード

（注） 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、 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 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、 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、 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 一致条件のある AppNav クラス マップ

a. 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。

• 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。

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。
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図 4-8 一致条件リストのある [AppNav Class Map]

ステップ 4 [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、 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、
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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• 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 後に新しいルールを追加します。（class-default ルー
ルは常に 後の場所に配置されます）。

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

図 4-10 AppNav ポリシー ルールのぺイン

ステップ 5 [AppNav Class-Map] ドロップダウン リストから、このポリシー ルールを適用するクラス マッ
プを選択します。

クラス マップを編集するには、[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。 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 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） waas_app_default ポリシーの場合、このフィールドは編集できません。

b. [Add Policy Rule] タスクバー アイコンをクリックします。

新しい行が追加され、ルールを設定するためのフィールドが表示されます。

c. [Class-Map] ドロップダウン リストから、このルールを適用するクラス マップを選択します。

d. [Distribute To] ドロップダウン リストから、クラス マップに適用する配信アクションを選
択します。リストには、すべての定義済み WNG および選択肢（親ポリシーからこのアク
ションを継承する [Inherit] およびこのタイプのトラフィックを通過する [Passthrough]）が
含まれています。

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

f. （任意）[Monitor] ドロップダウン リストから、モニタするアプリケーション アクセラレー
タを選択します。 

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

ステップ 11 [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。
4-33
Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド

 



 

第 4 章     AppNav の設定

AppNav クラスタの設定
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。

• [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 後に新しいルールを追加します。（class-default ルー
ルは常に 後の場所に配置されます）。

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

図 4-11 AppNav ポリシー ルールのぺイン

ステップ 5 [AppNav Class-Map] ドロップダウン リストから、このポリシー ルールを適用するクラス マッ
プを選択します。

クラス マップを編集するには、[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 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 [AppNav Policy] ペイン

ステップ 6 [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、 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、 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 [AppNav Policy] ペイン

ステップ 5 [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、 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、
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 適化ポリシーの設定

WAAS ノード 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。 適化ポリシーは、WN および、 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 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 適化は予測できません。 適化ポリシーは、WNG によって異なります。 

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 適化ポリシーの一覧は、付録 A「定義済み 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 [Cluster Configuration] ウィンドウ

ステップ 4 クラスタの名前を変更する場合、[Name] フィールドにクラスタの名前を入力します。（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。 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、 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 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
4-41
Cisco Wide Area Application Services コンフィギュレーション ガイド

 



 

第 4 章     AppNav の設定

AppNav クラスタの設定
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。

• 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。 

ステップ 3 編集する ANC の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリッ
クします。

[Edit AppNav 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 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 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、 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。

• 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。

ステップ 3 編集する ANC の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリッ
クします。

[Edit AppNav コントローラ] ペインが表示されます。

ステップ 4 AppNav-XE クラスタで、代行受信とクラスタ インターフェイス設定を構成します。 

a. トラフィックの代行受信を有効にする必要がある WAN インターフェイスを選択します。
インターフェイスは、AppNav-XE デバイス上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。

ステップ 5 [Finish] をクリックします。

AppNav コンテキストの設定

AppNav-XEクラスタでは、 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。 初の使用可能な ID が 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 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 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。
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• [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。

ステップ 3 編集する WN の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリック
します。

[WAAS Node] ペインが表示されます。

ステップ 4 [WAAS Node Group] ドロップダウン リストからノードを割り当てる WNG を選択します。

ステップ 5 必要に応じて、グラフィカル インターフェイス ビューで、デバイス上にインターフェイスを
設定します。ウィザードの使用方法の詳細については、グラフィカル インターフェイス ウィ
ザードによるインターフェイス設定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、 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。

• 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。

ステップ 3 編集する WNG の横のオプション ボタンをクリックして、[Edit] タスクバー アイコンをクリッ
クします。
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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 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 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。 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、 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. [Next] をクリックします。

ステップ 6 追加する各 ANC デバイスの代行受信方式、ポリシー、WCCP 設定（WCCP 代行受信を使用し
ている場合）、VRF、およびインターフェイスを設定します（WAAS アプライアンスと 
AppNav-XE クラスタ用に異なる画面とオプションが表示されます）。

a. [Interception Method] ドロップダウン リストから、[WCCP]、または [Inline] を選択します。
（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 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 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、 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
後の ANC である場合は、[Finish] をクリックします。

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、 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. [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
後の WN である場合は、[Finish] をクリックします。

ステップ 7 WN 上で設定を行い、 適化を有効にします。 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。

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 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 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 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 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 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 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。

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 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 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、 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

新情報を持っていないデバイスの上に表示されます。

（注） 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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