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Cisco AppNav ソリューションの設定

Cisco AppNav は WAN 最適化のネットワーク統合を簡素化するハードウェアおよびソフトウェ
ア ソリューションです。さらに、プロビジョニング、可視性、拡張性、非対称性、およびハイ アベ
イラビリティに関する課題を解決します。

• Cisco AppNav の概要

• Cisco AppNav のコンポーネント

• Cisco AppNav 設定の前提条件

• Cisco AppNav の設定

Cisco AppNav の概要 
Cisco AppNav ソリューションは、強力なクラスおよびポリシー メカニズムを使用し、Cisco 
WAAS デバイス間でトラフィックを分散して最適化することで、代行受信スイッチやルータへ
の依存を低減します。ISR-WAAS を使用し、サイトやアプリケーションに基づいてトラフィック
を最適化できます。これにはデバイスレベルおよびテンプレートベースの設定が含まれます。

Cisco IOS-XE ソフトウェアのインテリジェント ロードバランシング メカニズムによって、Cisco 
WAAS および OneFirewall（Cisco WAAS を初期ターゲットとする）を含むさまざまな製品への 
TCP トラフィックの転送が可能です。ルータ管理は、Cisco Prime Infrastructure ネットワーク管理
アプリケーションによって実行されます。

Cisco AppNav のコンポーネント
Cisco AppNav ソリューションは、Cisco AppNav コントローラ（AC）と呼ばれる配信ユニットと 
WAAS サービス ノード（SN）で構成されます。Cisco AppNav コントローラはフローを配信し、
サービス ノードはフローを処理します。最大 4 台の Cisco AppNav-XE（ルータ）をグループ化し
て Cisco AppNav コントローラ グループ（ACG）を形成し、非対称フローとハイ アベイラビリティ
に対応できます。ただし、ACG 内のすべてのルータは同じプラットフォームにあり、メモリ容量
が同じである必要があります。
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  Cisco AppNav のコンポーネント
Cisco AppNav ソリューションのコンポーネントは、次の機能を実行します。

• AppNav コントローラ：ルータからサービス ノードにインテリジェントにトラフィックを配
信するコンポーネントです。Cisco AppNav コントローラは、Cisco ISR-4400、Cisco CSR、およ
び Cisco ASR 1K プラットフォーム上の Cisco IOS-XE Release 3.10 の一部です。

• Cisco WAAS サービス ノード：トラフィック フローを最適化します。Cisco IOS-XE コンテナ
で稼働するスタンドアロン アプライアンスや仮想化 ISR-WAAS などのさまざまなフォーム 
ファクタで利用できます。

• Cisco WAAS Central Manager：ISR-WAAS のモニタリングおよび設定に使用されます。

• この章では、ルータでの Cisco AppNav コントローラ機能の設定について説明します。図 43-1 
に Cisco AppNav のコンポーネントを示します。

図 43-1 Cisco AppNav のコンポーネント 

Cisco AppNav コンポーネントを使用する利点は次のとおりです。

• 各サービス ノードの負荷に基づいて、インテリジェントに新しいフローをリダイレクトで
きます。これには、個々のアプリケーション アクセラレータの負荷が含まれます。

• 最適化を必要としないフローの場合、サービス ノードがパケットを直接渡すよう Cisco 
AppNav コントローラに通知するため、遅延やリソース使用量が最小化されます。

• サービス ノードを追加または除去する際のトラフィックへの影響が最小限になります。

• Cisco AppNav コンポーネントは VRF をサポートします。トラフィックがサービス ノードか
ら戻る際に VRF 情報が維持されます。ただし Prime Infrastructure は VRF をサポートしてい
ません。

• Messaging Application Programming Interface（MAPI）や仮想デスクトップ インフラストラク
チャ（VDI）などの特定のアプリケーションの場合、コンポーネントを使用することで一連の
フローが同じサービス ノードにリダイレクトされます。
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  Cisco AppNav 設定の前提条件
• 1 方向のトラフィックが Cisco AppNav コントローラを通過し、リターン トラフィックが別
の Cisco AppNav コントローラを通過する状況で、非対称フローを最適化できます。ただし、
どちらも同じ ISR-WAAS にトラフィックをリダイレクトします。これは、Cisco AppNav コン
トローラ グループを使用して行います。

• ボックス間ハイ アベイラビリティも Cisco AppNav コントローラ グループの使用によりサ
ポートされます。つまり、1 台のルータがダウンした場合にトラフィックを Cisco AppNav コ
ントローラ グループ内の別のルータにリダイレクトすることで、フローの中断を回避でき
ます。

• Cisco AppNav コントローラのボックス内ハイ アベイラビリティは、デュアル RP またはデュ
アル FP、もしくはその両方を備えた Cisco ASR 1000 シリーズ プラットフォームでサポート
されています。これは、フローの中断を回避するために、アクティブ RP に障害が発生した場
合にスタンバイ RP が引き継ぎ、アクティブ FP に障害が発生した場合にスタンバイ FP が引
き継ぐことを意味します。

Cisco AppNav テクノロジーにより、IP フローをルータで代行受信し、一連の Cisco WAAS サービ
ス ノードに送信して処理できます。Cisco IOS-XE Release 3.10 でサポートされる Cisco AppNav 
の初期アプリケーションは Cisco WAAS に含まれます。

Cisco AppNav 設定の前提条件 
Cisco AppNav を設定する際の前提条件は次のとおりです。

• プラットフォームは、Cisco 4451-X ISR、Cisco サービス統合型ルータ（ISR）G2、Cisco ASR 
1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ、またはシスコ クラウド サービス ルータ
である必要があります。

• 上記プラットフォームのソフトウェア バージョンは、バージョン 3.10 以降である必要があ
ります。

• 有効な appxk9 ライセンスをルータで有効にする必要があります。

• Cisco WAAS サービス ノードが使用可能である必要があります。

Cisco AppNav の設定 
トラフィックを Cisco WAAS サービス ノードにリダイレクトするには、ルータでいくつかのパ
ラメータを設定する必要があります。Cisco WAAS 仮想アプライアンスのインストールの一環と
して Cisco AppNav 設定が生成される場合、これは対応するユーザに対して透過的です。テンプ
レートまたはデバイス ワーク センターを使用して設定する場合は、ユーザがより直接的に関与
します。

次の 3 とおりの方法で Cisco AppNav を設定できます。

• デバイス ワーク センターからの Cisco AppNav の設定

• テンプレートを使用した Cisco AppNav の設定

• ISR-WAAS コンテナのアクティベーション時における Cisco AppNav の自動設定
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  Cisco AppNav の設定
Cisco AppNav 設定には次のいずれかを使用します。

• コントローラ：共同でトラフィックをリダイレクトするルータのリスト。これは IP アドレス
のリストです。この内のいずれか 1 つが Cisco AppNav を設定するルータに属している必要
があります。

• Cisco WAAS サービス ノード グループ（SNG）：リダイレクトするトラフィックのターゲット
で、一連の IP アドレスとして定義された 1 つ以上の SNG が含まれます。

• クラス マップ：着信および発信トラフィックを分類する一連のクラス マップ。クラス マッ
プは一連の一致条件で構成され、これらを組み合わせて対象トラフィックを指定します。次
の 3 種類の条件に基づいてトラフィックを照合できます。

– 送信元および宛先の IP アドレスとポートに基づいてトラフィックを選択するアクセス 
コントロール リスト（ACL）。

– 固定ポート番号に依存せずに、Microsoft のポート マッパー サービスを使用するトラ
フィックを選択するためのプロトコル。MAPI、および他の Microsoft プロトコルのホス
トを含みます。

– リモート エンドの特定の Cisco WAAS サービス ノードを通過したトラフィックを照合
するリモート デバイス。リモート デバイスは MAC アドレスで識別されます。

• ポリシー マップ：Cisco AppNav ポリシー マップはルールの番号付きリストです。各ルールで
特定のタイプのトラフィックに対する処理を指定します。したがって、ルールはクラス マッ
プとアクションで構成されます。このアクションは、サービス ノード グループへのリダイレ
クトかパス スルーのいずれかになります。

• クラスタ：Cisco WAAS クラスタとは、ポリシー マップ、コントローラ グループ、およびポリ
シー マップが使用する一連のサービス ノード グループを組み合わせたものです。クラスタ
は、有効にも無効にもできます。Prime Infrastructure では複数のクラスタを定義できますが、
一度に有効にできるのは 1 つのみです。クラスタのコントローラとノード間の通信を保護す
るため、認証キーが使用されます。

• Cisco WAAS インターフェイス：Cisco WAAS が有効になっているインターフェイスでのみ
トラフィックを最適化できます。

WAN 最適化テンプレートとデバイス ワーク センターの両方にデフォルト ポリシーがありま
す。デフォルト ポリシーを構成する複数のクラス マップは、Cisco ISR-WAAS によって最適化さ
れるさまざまなタイプのトラフィック（HTTP、CIFS、TCP など）を照合します。テンプレートに
も、これらの各クラス マップのルールから成るポリシー マップが含まれます。デフォルトでは、
一致したすべてのトラフィックは単一のサービス ノード グループにリダイレクトされます。

デバイス ワーク センターからの Cisco AppNav の設定 
管理者はデバイス ワーク センターを使用して、個々のデバイスの設定を表示および変更できま
す。ユーザが所有するデバイスが 1 つまたは少数である場合は、デバイス ワーク センターを使用
して Cisco AppNav を設定できます。デバイスでテンプレートを使用して展開された設定を個別
に編集することができます。

デバイス ワーク センターから Cisco AppNav を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2 設定するデバイスを選択します。

ステップ 3 下部ペインの [設定（Configuration）] タブで [WAN 最適化（WAN Optimization）] をクリックし
ます。
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  Cisco AppNav の設定
Cisco AppNav 設定は次のセクションに分かれています。

• AppNav コントローラ：[コントローラ（Controllers）] ページには、そのルータと同じクラスタ
に属しているルータの IP アドレスが表示されます。アドレスの 1 つを、現在選択されている
ルータのいずれかのインターフェイスに割り当てる必要があります。各ルータの IP アドレ
スはドロップダウン リストに表示されます。同じクラスタ内の他のルータの IP アドレスは
個別のテーブルに表示されます。

• Cisco WAAS クラスタ：[Cisco WAAS クラスタ（Cisco WAAS Clusters）] ページは、Cisco 
AppNav のメイン ページです。デバイスに設定された Cisco WAAS クラスタが一覧表示され、
新規の作成が可能です。ポリシー マップなど、クラスタの詳細設定を表示するには、クラス
タを選択して [編集（Edit）] をクリックします。

– このページで、クラスタ設定およびポリシーを編集できます。3 列目の矢印をクリックす
ると、個々のルールが展開されます。これにより、該当するルールを編集したり、クラス 
マップおよび Cisco WAAS サービス ノード グループを表示、変更、作成したりすること
ができます。新しいルールを追加するには、[ポリシーの追加（Add Policy）] をクリックし
ます。ポリシー マップ内のルールの順序は重要です。順序は、テーブルで行をドラッグす
るか、隣接する複数の行を選択し、メニュー バーにある上下の矢印を使用して変更でき
ます。

– 新しいクラスタを作成するには、[Cisco WAAS クラスタ概要（Cisco WAAS Cluster 
Overview）] タブで [WAAS Cluster の追加（Add WAAS Cluster）] を選択します。ウィザード
が起動し、コントローラ、Cisco WAAS サービス ノード、代行受信インターフェイス、およ
びクラスタの一般パラメータの入力を求めるプロンプトが表示されます。必要な情報を
入力して [完了（Finish）] をクリックすると、設定が有効になります。
ウィザードによって、最小限のインストールで機能するデフォルト ポリシーを含むクラ
スタが作成されます。すべての TCP フローは単一のノード グループにリダイレクトさ
れ、そのノード グループは過負荷条件についてモニタされます。

（注） Prime Infrastructure は VRF をサポートしないため、一度に有効にできる Cisco WAAS クラスタは 
1 つのみです。

• 代行受信：管理者は [インターセプション（Interception）] ページを使用して、着信および発信
トラフィックをリダイレクトする（ポリシーの対象）インターフェイスを選択できます。ルー
タ上のすべての WAN インターフェイスで Cisco WAAS を有効にする必要があります。

• 詳細設定：[詳細設定（Advanced Settings）] フォルダには、Cisco WAAS サービス ノード グルー
プ、クラス マップ、およびポリシー マップのページが含まれます。この情報のほとんどは 
[Cisco WAAS クラスタ（Cisco WAAS Clusters）] ページでも利用できますが、これらのオブ
ジェクトの定義を直接表示できるので便利です。

– Cisco WAAS ノード グループ：[Cisco WAAS ノード グループ（Cisco WAAS Node 
Groups）] ページでは、既存の Cisco WAAS ノード グループの編集、および新規の作成が
可能です。

– クラス マップとポリシー マップ：[クラス マップ（Class Maps）] ページと [ポリシー マッ
プ（Policy Maps）] ページは同様に機能します。
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  Cisco AppNav の設定
インターフェイス ロール

Cisco AppNav ソリューションが明示的に有効にされているインターフェイスでのみトラフィッ
クがリダイレクトされます。ルータは、使用可能なインターフェイスおよび命名方法に違いがあ
ります。テンプレートは複数のデバイスに適用されるため、実際のインターフェイスではなくイ
ンターフェイス ロールを参照します。

インターフェイス ロールは Prime Infrastructure にのみ存在する論理オブジェクトです。これら
は、テンプレートで実際のインターフェイス名の代わりに使用できます。テンプレートをデバイ
スに導入すると、インターフェイス ロールは一連の実際のインターフェイスに解決されます。

デバイスごとのテンプレート導入中に、Cisco WAAS が有効になっているインターフェイスの設
定を上書きできます。ただし、テンプレート導入プロセスを簡素化するためには、インターフェ
イス ロールを 1 つ以上定義してテンプレートの一部として保存することをお勧めします。

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy 
Objects）] > [インターフェイス ロール（Interface Role）] でインターフェイス ロールを定義できま
す。詳細については、インターフェイス ロールの作成を参照してください。

テンプレートを使用した Cisco AppNav の設定

Prime Infrastructure のテンプレートには、任意の数のデバイスに展開できる再利用可能な複数の
設定が含まれています。WAN 最適化テンプレートは、AppNav ルータ全体に適用できるポリシー
およびその他の情報を定義します。

デザイン ビューでテンプレートを定義して、後で 1 つ以上のデバイスに導入できます。導入プロ
セスの一環として、設定をデバイスに適用する前に、デバイス固有のパラメータを入力して最終
的な CLI を確認できます。テンプレートを変更した場合は、デバイスに再導入して変更を適用す
る必要があります。

複数のデバイスで類似した Cisco AppNav 設定が必要な場合に、この設定方法を使用します。同様
の設定で一部の値を若干カスタマイズした単一のテンプレートを、導入オプションを使用して
同じタイプの複数のデバイスに導入できます。

テンプレートを使用して Cisco AppNav を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & 
Technologies）] > [WAN 最適化（WAN Optimization）] を選択します。

ステップ 2 [AppNav クラスタ（AppNav Cluster）] を選択します。

ステップ 3 次のタブで設定の詳細情報を入力します。

• [コントローラ IP アドレス（Controller IP addresses）]：コントローラのリストはここで設定す
ることも、導入時に設定することもできます。たとえば、支社などの複数のサイトにテンプ
レートを使用する場合は、このフィールドを空のままにしてください。代わりに、導入時に値
を指定できます。

• [サービス ノード（Service nodes）]：Cisco WAAS サービス ノード グループはポリシー マップ
によって使用されます。デフォルトでは、WNG-Default というサービス ノード グループが 
1 つ含まれます。テンプレートを複数のサイトに使用する場合は、サービス ノード グループ
を空のままにして、導入時に実際の IP アドレスを追加します。次の詳細を入力します。

– サービス ノードの名前

– 説明

– Cisco WAAS サービス ノードの IP アドレス
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  Cisco AppNav の設定
• [インターセプション（Interception）]：Cisco WAAS を有効にする必要があるインターフェイ
ス ロール。導入時に、インターフェイスの実際のリストが表示されます。デバイスに属する
実際のインターフェイスを、デバイスごとに選択できます。インターフェイス ロールの目的
は、選択内容をデフォルトによって初期化することです。したがって、テンプレートのデザイ
ン ビューで有効なインターフェイス ロールのリストが空になっている可能性があります。
次の操作を実行できます。

– [WAAS の有効化（Enable WAAS）] チェックボックスをオンまたはオフにします。

• [一般（General）]：有効なクラスタ ID の範囲は 1 ～ 32 です。チェックボックスを使ってクラ
スタを有効または無効にします。次の詳細を入力します。

– クラスタ ID

– 認証キー

– この後、[分散の有効化（Enable Distribution）] チェックボックスをオンまたはオフにし
ます。

• [トラフィックのリダイレクト（Traffic redirection）]：これは、ポリシー関連の設定、ポリシー
マップ、クラスマップ、およびそれらと ISR-WAAS グループとの関係です。単純な設定に
よって、すべての TCP トラフィックを 1 つのノード グループにリダイレクトするデフォル
ト ポリシーを作成します。カスタム ポリシーを作成して各種の TCP トラフィックを別の 
ISR-WAAS にリダイレクトするには、[エキスパート モード（expert mode）] を選択します。

ステップ 4 [テンプレートとして保存（Save as Template）] をクリックします。

ステップ 5 [終了（Finish）] をクリックします。

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & 
Technologies）] > [マイ テンプレート（My Templates）] を選択して、設定したテンプレートを表示
できます。

Cisco AppNav テンプレートの導入

作成した Cisco AppNav テンプレートを適用して、トラフィック分散を開始できます。

Cisco AppNav テンプレートを導入するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and 
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2 左側のウィンドウ ペインで [マイ テンプレート（My Templates）] フォルダを選択します。

ステップ 3 導入する Cisco WAAS テンプレートを選択し、[導入（Deploy）] をクリックします。

1 つまたは複数のデバイスを選択して必要な設定を変更できます。

ステップ 4 [値の割り当て（Value Assignment）] パネルで各ターゲット デバイスを選択し、1 つずつそのルー
タのすべてのフィールドに入力します。

• [基本パラメータ（Basic Parameters）]：クラスタが有効であるかどうかを示します。

• [コントローラ（Controllers）]：コントローラの IP アドレスのリスト。デバイス自体に割り当
てられている IP アドレスを含める必要があります。
43-7
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J



 

第 43 章      Cisco AppNav ソリューションの設定

  Cisco AppNav の設定
• [ノード グループ（Node Groups）]：ポリシーで使用される各 ISR-WAAS グループに属する IP 
アドレスを入力します。

• [インターセプション（Interception）]：Cisco WAAS 代行受信が有効になっている一連の WAN 
インターフェイス。

ステップ 5 [適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 6 [OK] をクリックします。

Cisco AppNav が複数のデバイスに導入されます。

（注） テンプレートを 1 つ以上のデバイスに導入すると、ジョブが作成されます。テンプレート導入の
ステータスを確認し、失敗、成功、または警告に関する詳細なステータス情報を表示するには、[管
理者（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job 
Dashboard）] を選択します。テンプレートの作成後は、必要に応じて何度でも編集できます。

ISR-WAAS コンテナのアクティベーション時における Cisco AppNav 
の自動設定 

この方法で Cisco AppNav を設定できるのは、Cisco 4451-X ISR のデバイスまたはプラット
フォームのみです。また、ISR-WAAS アクティベーションの必須ソフトウェア バージョンが、
バージョン 3.10 以降である必要があります。この方法では、Cisco WAAS 仮想アプライアンス 
ノード（ISR4451X-WAAS）のインストールの一環として、自動的に設定が行われます。

• 単一のサービス ノード グループに、新しく作成された ISR-WAAS が含まれます。

• Cisco WAAS サービス ノードによって最適化される各種のトラフィックに対して、クラス 
マップが作成されます。

• すべての TCP トラフィックを Cisco WAAS サービス ノードにリダイレクトするデフォルト 
ポリシー マップが作成されます。

• Cisco WAAS クラスタが作成されます。

• インターフェイス ロール（コンテナ アクティベーション時に指定）で表されたインターフェ
イスで Cisco WAAS が有効化されます。

この方式で Cisco AppNav を設定する方法については、「ISR-WAAS コンテナのインストール」を
参照してください。
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