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プラグ アンド プレイの設定

Prime Infrastructure は、新しいネットワーク デバイスで必要なソフトウェア イメージと設定を取
得して適用することにより、ネットワークにおける新しいデバイスの展開の自動化をサポート
します。Prime Infrastructure は、Cisco Network Services（CNS）コールホーム、APIC-EM（Application 
Policy Infrastructure Controller）コールホーム、Cisco IOS 自動インストール（DHCP と TFTP を使
用）などの機能を使用することによって、新しいデバイスをネットワークに接続して機能させる
までの時間を短縮します。

Prime Infrastructure の プラグ アンド プレイ 機能を使用すると、再利用して新規デバイスに適用
可能なテンプレートを作成して、機能と設定を定義できます。必要な初期設定を定義するブート
ストラップ テンプレートを作成して Prime Infrastructure と通信することにより、新しいデバイス
の展開を簡素化できます。今後デバイスに追加する設定とソフトウェア イメージを指定（および
事前展開   ）できます。

プラグ アンド プレイ ワークフロー
Prime Infrastructure では、新しいデバイスに対してソフトウェア イメージと設定の初期プロビ
ジョニングを実行できます。ネットワークへの新しいデバイスの展開を自動化するには、次の
ワークフローを実行します。

1. Prime Infrastructure がプラグアンドプレイに使用するサーバを以下から指定します。

– CNS ゲートウェイ：デフォルトで Prime Infrastructure にバンドルされている CNS ゲート
ウェイを使用するか、外部 CNS ゲートウェイを使用します。

– APIC-EM：Prime Infrastructure でプラグ アンド プレイに APIC-EM を使用することを指
定できます。APIC-EM の設定方法については、「APIC-EM と Prime Infrastructure との統
合」を参照してください。

2. デバイスの プラグ アンド プレイ プロファイルを作成します。プラグ アンド プレイ プロ
ファイルを参照してください。

3. デバイスの電源を入れます。

4. デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。ブートストラップ コ
ンフィギュレーションは、デバイスが Prime Infrastructure ゲートウェイ（CNS または 
APIC-EM）との接続を確立するために必要な 小限の設定です。ブートストラップ コンフィ
ギュレーションを参照してください。
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ブートストラップ コンフィギュレーションを適用すると、以下が実行されます。

1. デバイスはコールホーム エージェント機能を使用して、設定されたサーバ（CNS または 
APIC-EM）に接続します。

2. プラグ アンド プレイ プロファイルの展開が開始されます。

3. Prime Infrastructure サーバは、新しいデバイスのプラグ アンド プレイ ID/シリアル番号を受
け取り、それがプラグ アンド プレイ事前プロビジョニング定義のデバイス ID と一致するか
どうかを確認します。デバイス ID と一致するものがない場合、Prime Infrastructure は既存の
タイプベースのプラグ アンド プレイ事前プロビジョニング定義とデバイス タイプを照合
します。

4. 一致した場合、Prime Infrastructure は、デバイスの一致したプラグ アンド プレイ プロファイ
ルで指定されているソフトウェア イメージと設定を適用し、インベントリにデバイスを追
加します。

デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションが適用されると、インストーラはデバイ
スをリモート サイトの WAN に接続します。デバイスは、シリアル番号を使用してプラグ アンド 
プレイ ゲートウェイに接続し、すべての設定と（任意で）Cisco IOS イメージをダウンロードしま
す（図 26-1 を参照）。

図 26-1 プラグ アンド プレイ ブランチの展開

関連項目

• ブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポート

• APIC-EM と Prime Infrastructure との統合
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  APIC-EM とプラグ アンド プレイ
APIC-EM とプラグ アンド プレイ
Prime Infrastructure でプラグ アンド プレイに APIC-EM を使用することを指定できます。デバイ
スに展開するもの（設定、イメージ、PKI 証明書など）を決定するプロファイルを事前に設定して
おく必要があります。デバイスがシリアル番号に基づいてコールホームすると、APIC-EM のプ
ラグ アンド プレイと PKI サービスを使用している Prime Infrastructure で、プロファイルが照合
され、同じ事前設定されたイメージと設定（PKI 証明書など）を使用してデバイスがプロビジョニ
ングされます。

APIC-EM プラグ アンド プレイ統合機能を使用すると、デバイスを http/https でプロビジョニン
グできます。プロファイルを作成する際には、デバイスに PKI 証明書をインストールして PKI 
ベースの認証を使用することも選択できます。

関連項目

• APIC-EM と Prime Infrastructure との統合

• ブートストラップ コンフィギュレーション

APIC-EM と Prime Infrastructure との統合

Prime Infrastructure は、HTTPS および APIC-EM によって公開されている REST API を介して 
APIC-EM と通信します。APIC-EM コントローラを Prime Infrastructure に統合するには、次の手
順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [APIC-EM コントローラ（APIC-EM Controller）] を
選択します。

ステップ 2 APIC-EM コントローラの IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 3 HTTPS ポート番号を入力して APIC-EM に接続します。

ステップ 4 ユーザ名を入力します。

ステップ 5 パスワードを入力して、確認します。

ポーリング間隔は編集できません。Prime Infrastructure との接続/統合ステータスをチェックする
ために、APIC-EM コントローラは定期的（5 分ごと）にポーリングされます。

APIC-EM コントローラを Prime Infrastructure に追加した後、同じページで APIC コントローラの
到達可能性ステータスを表示できます。特定の APIC-EM コントローラを選択して、接続のポー
リング ステータスの履歴を表示することもできます。サービスを使用する前に、APIC-EM の接
続が正常であることを確認してください。

Prime Infrastructure に有効な APIC-EM コントローラを追加すると、[管理（Administration）] > [サーバ
（Servers）] > [コントローラ（Controller）] > [グローバル PnP/ZTD 設定（Global PnP/ZTD Settings）] で、
グローバル オプションが自動的に [APIC-EM] に設定されます。

関連項目

• プラグ アンド プレイ プロファイル

• IWAN-DMVPN サービスでの PKI の使用
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プラグ アンド プレイ プロファイル
Prime Infrastructure でプラグ アンド プレイ プロファイルを作成して、新たに接続されたデバイ
スが Prime Infrastructure サーバに「コールホーム」できるようにすると、そのデバイスを検出して
インベントリに追加し、設定することができます。このプロファイル（ブートストラップ プロ
ファイルとも呼ばれる）はデバイスにクレデンシャルを設定するので、デバイスごとにコンソー
ルで設定しなくても Prime Infrastructure でデバイスを管理できるようになります。

次の項目を含むプラグ アンド プレイ プロファイルを作成できます。

• ソフトウェア イメージのみ。

• 設定のみ。

• ソフトウェア イメージと設定の両方。

• PKI 証明書（APIC-EM の場合のみ）

関連項目

• プラグ アンド プレイ プロファイルの作成

プラグ アンド プレイ プロファイルの作成

プラグ アンド プレイ プロファイルには、次の少なくとも 1 つ  を含める必要があります。

• ブートストラップ コンフィギュレーション：Prime Infrastructure には標準のブートストラッ
プ コンフィギュレーショがありますが、ユーザが独自に作成することもできます。ブートス
トラップ コンフィギュレーションを参照してください。

• ソフトウェア イメージ（「プラグ アンド プレイ プロファイルのソフトウェア イメージのイ
ンポート」を参照）。

• 設定 CLI テンプレート（「CLI テンプレートの作成」を参照）。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profiles）] 
を選択して、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 2 必要な情報を入力します。

ステップ 3 [新しいプラグ アンド プレイ プロファイルとして保存（Save as New Plug and Play Profile）] をク
リックします。

ステップ 4 （任意）プラグ アンド プレイに APIC-EM を選択した場合は、[プロファイルの詳細（Profile 
Detail）] セクションで [PKI を有効にする（Enable PKI）] チェックボックスをオンにし、PKI 証明
書を使ってデバイスをプロビジョニングします。PKI 証明書は、イメージのプロビジョニング
と設定が完了した後にデバイスにインストールされます。詳細については、『Cisco Open 
Plug-n-Play Agent Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3E』を参照してください。

このオプションは、プラグ アンド プレイ サーバとして APIC-EM を選択した場合に使用でき
ます。プラグ アンド プレイ サーバとして CNS を選択した場合、このオプションは選択できま
せん。

[PKI を有効にする（Enable PKI）] チェックボックスをオフにすると、デバイスは PKI 証明書を
使ってプロビジョニングされません。
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ステップ 5 [ブートストラップ テンプレート（Bootstrap Template）] ドロップダウン リストから、ブートスト
ラップ テンプレートを選択します。カスタマイズしたブートストラップ テンプレートを作成す
ることも可能ですが、Prime Infrastructure 付属の標準ブートストラップ コンフィギュレーション
で指定されているタグ名と同じタグ名を使用する必要があります。

ステップ 6 （任意）[ソフトウェア イメージ（Software Image）] ドロップダウン リストから、必要なソフトウェ
ア イメージを選択します。この手順は、イメージを使ってデバイスをプロビジョニングする場合
にのみ必要です。プラグ アンド プレイ プロファイルのソフトウェア イメージのインポートを参
照してください。

プラグ アンド プレイに APIC-EM を選択した場合、[イメージの場所（Image Location）] テキスト 
ボックスは無効になります。

ステップ 7 （任意）[コンフィギュレーション テンプレート（Configuration Template）] ドロップダウン リスト
から、以前作成した設定テンプレートを選択します。

ステップ 8 [プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 9 [追加（Add）] をクリックし、プラグ アンド プレイ プロファイルの事前プロビジョニングの対象
となるデバイスの詳細を追加します。デバイス情報の一括インポートについては、「プラグ アン
ド プレイ プロファイルへのデバイス プロファイルのインポート」を参照してください。

ステップ 10 必要なフィールドに入力したら、[OK] をクリックします。

プロファイルを保存すると、選択したプラグ アンド プレイ サーバ（CNS または APIC-EM）に同
じ設定が追加されます。ブートストラップ コンフィギュレーションは、デバイスがプラグ アン
ド プレイ サーバに到達するための設定です。デバイスはコールホームする際に、CNS または 
APIC-EM の IP アドレスを検出します。次に、デバイス タイプ（CNS のみ）とシリアル番号（CNS 
と APIC-EM）に基づいて（またはいずれかに基づいて）、プロファイルが照合され、プラグ アン
ド プレイ プロファイルで定義されたパラメータに基づいてデバイスがプロビジョニングされ
ます。

デバイスが正常にプロビジョニングされると、そのデバイスは Prime Infrastructure インベントリ
に追加され、管理できるようになります。デバイスは、プラグ アンド プレイ プロファイルの管理
パラメータに基づいて、Prime Infrastructure インベントリに追加されます。クレデンシャルが一
致しない場合、デバイスはインベントリに追加されますが、そのステータスは「管理対象

（Managed）」になりません。

関連項目

• [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

• プラグ アンド プレイ プロファイルへのデバイス プロファイルのインポート

• プラグ アンド プレイ プロファイルの展開

• 『Cisco Open Plug-n-Play Agent Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3E』 

プラグ アンド プレイ プロファイルのソフトウェア イメージのインポート

ソフトウェア イメージをインポートして、プラグ アンド プレイ プロファイルの一部として含め
ることができます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2 [インポート（Import）] をクリックし、ソフトウェア イメージのインポート元を指定します。
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ステップ 3 収集オプションと、イメージ ファイルをインポートするタイミングを指定します。ジョブをすぐ
に実行することも、後で実行するようにスケジュール設定することもできます。

インポート ジョブは一度だけ実行されます。

ステップ 4 [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5 イメージ管理ジョブの詳細を表示するには、[管理（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。

プラグ アンド プレイ プロファイルへのデバイス プロファイルのイン
ポート

デバイスとデバイスの属性がすべて記載されているスプレッドシートから、デバイス プロファ
イルを一括してインポートできます。デバイスを 1 つずつ追加して属性を指定する代わりに、す
べてのデバイスと属性を含む CSV ファイルをインポートできます。

Prime Infrastructure にはサンプルの CSV ファイルが用意されており、このファイルをエクスポー
トして、必要な値を入力し、Prime Infrastructure に再びインポートできます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP 
Profiles）] を選択します。

ステップ 2 リストからデバイス プロファイルを選択して [左シフト（Left Shift）] をクリックし、ドロップダ
ウン リストから [エクスポート（Export）] を選択します。

デバイス プロパティ付きの CSV ファイルがエクスポートされます。スプレッドシートでは、デ
バイスを追加したり、既存のデバイスのプロパティを編集できます。展開ページにデバイス プロ
ファイルがない場合は、空白の CSV ファイルがエクスポートされます。

（注） スプレッドシートの編集時に属性名を変更しないでください。

ステップ 3 [インポート（Import）] をクリックし、デバイスの詳細を入力した CSV ファイルを選択します。

スプレッドシートのすべてのデバイスがインポートされます。

プラグ アンド プレイ プロファイルの展開

デバイス ID に基づいてプラグ アンド プレイ プロファイルを展開するには、次の手順を実行し
ます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）] 
を選択します。

ステップ 2 [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、プロファイルを選択し[プ
ロファイルのデバイス詳細（Device details for Profile）] をクリックします。
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ステップ 3 [デバイス プロビジョニング プロファイル（Device Provisioning Profiles）] ページで、[追加（Add）] 
をクリックします。

複数のプロビジョニング設定を 1 つのプロファイルに含め、異なるデバイスに対して適用する
ことができます。

ステップ 4 必要な情報を入力します。

ステップ 5 [OK] をクリックし、次に [閉じる（Close）] をクリックします。

関連項目

• [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

• ブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポート

デバイス タイプに基づく展開

プラグ アンド プレイにのみ CNS ゲートウェイを使用している場合は、デバイス タイプに基づ
いてプラグ アンド プレイ プロファイルを展開するときに、デバイス ID を展開プロファイルに
関連付ける必要はありません。デバイス タイプに基づく展開は、主に、同じイメージと設定の
セットを使用するスイッチに対して有用です。一致するプロファイルは、設計段階でプロファイ
ルで指定された入力デバイスのタイプ（PID）によって識別されます。

デバイス タイプに基づく展開時：

1. デバイス タイプは階層的に照合されます。Prime Infrastructure は入力デバイスと同じデバイ
ス タイプのプロファイルを検索します。プロファイルがデバイス タイプに一致しない場合、
Prime Infrastructure は、階層のより上位のデバイス タイプに対して定義されているプロファ
イルを検索します。

次に例を示します。

– Prime Infrastructure で [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] に対して 「switch_profile」が
定義されており、入力デバイスのタイプが [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] > 
[Catalyst 2928 シリーズ スイッチ（Catalyst 2928 Series Switches）] > [Catalyst 2928-24TC-C 
スイッチ（Catalyst 2928-24TC-C switch）] である場合、および

– このスイッチ（Catalyst 2928-24TC-C または Catalyst 2928 シリーズ スイッチ）に対してプ
ロファイルが明確に定義されていない場合は、展開において「switch_profile」が考慮され
ます。

2. 特定のデバイスのタイプに一致する複数の展開プロファイルが Prime Infrastructure に存在
する場合は、作成された展開プロファイルまたは 近更新された展開プロファイルが選択さ
れます。

プラグ アンド プレイ プロファイルの削除

プラグ アンド プレイに APIC-EM を使用している場合は、不適切なまたは古いプラグ アンド プ
レイ プロファイルの削除が必要になることがあります。
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ステップ 1 ルータの CLI で次のコマンドを実行して、ルータからプラグ アンド プレイ プロファイルを削除
します。

no pnp profile plug_and_play_profile_name

ステップ 2 Prime Infrastructure で [設定（Configuration）] > プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP ス
テータス（PnP Status）] を選択し、削除するプラグ アンド プレイ プロファイルを選択して、[削除

（Delete）] をクリックします。

ステップ 3 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profiles）] 
を選択してプロビジョニング プロファイルを削除し、プラグ アンド プレイ プロファイルを選択
して [デバイスの詳細（Device Details）] をクリックし、プロビジョニング プロファイルを削除し
ます。

ステップ 4 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profiles）] 
を選択して、削除するプラグ アンド プレイ プロファイルを選択し、[削除（Delete）] をクリックし
ます。

ブートストラップ コンフィギュレーション
ブートストラップ コンフィギュレーションは、デバイスが Prime Infrastructure ゲートウェイ

（CNS または APIC-EM）との接続を確立するために必要な 小限の設定です。Prime Infrastructure 
にはユーザが使用できる標準ブートストラップ コンフィギュレーションが用意されています。

DHCP オプションを使用する場合は、ブートストラップ コンフィギュレーションを作成する必
要はありません。DHCP によるブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポートを参
照してください。

また、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features & 
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System 
Templates-CLI）] > [プラグ アンド プレイ ブートストラップ（Plug And Play Bootstrap）] を使用し
て、カスタマイズしたブートストラップ テンプレートを作成することもできます。

Prime Infrastructure 付属のブートストラップ コンフィギュレーションには以下の内容が含まれ
ています。

• CNS HTTP ブートストラップ

ip host OVA-VM-176 10.104.118.176 
cns trusted-server all-agents OVA-VM-176 
cns trusted-server all-agents 10.104.118.176
cns id Hardware-Serial
cns id Hardware-Serial event 
cns id Hardware-Serial image 
cns event OVA-VM-176 encrypt keepalive 120 2 reconnect-time 300 
cns exec encrypt  443
cns image server https://OVA-VM-176:443/cns/HttpMsgDispatcher status 
https://OVA-VM-176:443/cns/HttpMsgDispatcher
cns config partial OVA-VM-176 encrypt 443 
cns config initial OVA-VM-176 encrypt 443
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• APIC-EM HTTP ブートストラップ 

pnp profile network-pnp
transport http ipv4 <APIC-EM server IP>

• APIC-EM HTTPS ブートストラップ

crypto ca trustpoint <APIC-EM Server IP>.cisco.com
enrollment mode ra
enrollment terminal
usage ssl-client
exit
crypto ca authenticate <APIC-EM Server IP>.cisco.com
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Certificate detail
-----END CERTIFICATE-----
pnp profile network-pnp
transport https ipv4 <APIC-EM Server IP> port 443
!

展開プロファイルを作成してエクスポートすると、Prime Infrastructure から直接この証明書
をダウンロードできます。APIC-EM サーバは証明書をデバイスに直接インストールするの
で、デバイスでブートストラップを実行する場合は、 後の 2 つのコマンドのみが必要です。

ブートストラップ コンフィギュレーションのインストー
ル方法

ブートストラップ コンフィギュレーションは、デバイスが Prime Infrastructure ゲートウェイ
（CNS または APIC-EM）との接続を確立するために必要な 小限の設定です。Prime Infrastructure 
がサポートしているブートストラップ配布方法のいずれかを使用して、ブートストラップ コン
フィギュレーションをデバイスにインストールできます。

• ブートストラップをエクスポートしてダウンロードする：デバイス コンソールへのアクセ
ス権限がある場合は、ブートストラップをエクスポートし、ブートストラップ コンフィギュ
レーションをデバイスにコピー アンド ペーストできます。ブートストラップ コンフィギュ
レーションのエクスポートを参照してください。

• USB フラッシュ ドライブにブートストラップをエクスポートして保存する：ciscortr.cfg と
いうファイル名でブートストラップ コンフィギュレーションを USB ドライブに保存できま
す。USB ドライブをデバイスに接続して、デバイスをブートします。デバイスは USB ドライ
ブからブートストラップ コンフィギュレーションを取得します。ブートストラップ コン
フィギュレーションのエクスポートを参照してください。

• ブートストラップを電子メールで送信する。ブートストラップ コンフィギュレーションの
メール送信を参照してください。
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• 指定されたサーバに基づく DHCP オプション。DHCP によるブートストラップ コンフィ
ギュレーションのエクスポートを参照してください。

– CNS ゲートウェイの場合：DHCP オプション 150 

– APIC-EM の場合：DHCP オプション 43。[DHCP コンフィギュレーション（DHCP 
Configuration）] で APIC-EM サーバの IP にオプション 43 を設定できます。デバイスは 
DHCP から IP アドレスを取得する際に、ブートストラップ コンフィギュレーションも
取得します。

• モバイル アプリケーション：Cisco Network Plug and Play モバイル アプリケーションを使用
できます。

ブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポート

ブートストラップ コンフィギュレーションをエクスポートして、手動でデバイスにブートスト
ラップを適用できます。ブートストラップ コンフィギュレーションを適用すると、プラグ アン
ド プレイ の展開が開始され、管理者は Prime Infrastructure で設定ステータスを表示できます。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）] 
を選択します。

ステップ 2 [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3 [プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4 [ブートストラップをエクスポート（Export Bootstrap）] > [ブートストラップをダウンロード
（Download Bootstrap）] をクリックし、[OK] をクリックします。

ステップ 5 ブートストラップ コンフィギュレーションをダウンロードして適用すると、プラグ アンド プレ
イ の展開が開始されます。

ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > 
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。

関連項目

• [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

TFTP によるブートストラップ コンフィギュレーションのエクス
ポート

プラグ アンド プレイに CNS ゲートウェイのみを使用している場合は、TFTP プロトコルを使用
して Prime Infrastructure TFTP サーバにブートストラップ コンフィギュレーションを配信でき
ます。TFTP サーバに作成するファイル名を指定できます。このファイルは、自動インストール対
応のデバイスが DHCP 介して IP アドレスとその他の Prime Infrastructure の詳細情報を取得する
ために使用されます。DHCP サーバでは、TFTP サーバを Prime Infrastructure TFTP サーバとして
設定する必要があります。詳細については、『Cisco Open Plug-n-Play Agent Configuration Guide, 
Cisco IOS XE Release 3E』を参照してください。
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ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）] 
を選択します。

ステップ 2 [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3 [プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4 [ブートストラップをエクスポート（Export Bootstrap）] > [TFTP] をクリックします。

ステップ 5 ブートストラップ コンフィギュレーションをダウンロードして適用すると、プラグ アンド プレ
イ の展開が開始されます。

ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > 
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。

関連項目

• [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

ブートストラップ コンフィギュレーションのメール送信

ブートストラップ コンフィギュレーションを電子メールで送信し、手動でデバイスにブートス
トラップを適用できます。ブートストラップ設定が適用された後、自動導入が開始されます。管
理者は Prime Infrastructure で設定ステータスを表示できます。

（注） ブートストラップ コンフィギュレーションを電子メールで送信する前に、[管理（Administration）] > 
[設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メールと通知（Mail and Notification）] > [メー
ル サーバ設定（Mail Server Configuration）] で電子メールを設定する必要があります。

オペレータにブートストラップ コンフィギュレーションをメール送信するには、次の手順を実
行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）] 
を選択します。

ステップ 2 [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3 [プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4 [ブートストラップをエクスポート（Export Bootstrap）] > [ブートストラップを電子メールで送信
（Email Bootstrap）] をクリックします。

ステップ 5 ブートストラップ コンフィギュレーションの送信先メールアドレスを入力し、[OK] をクリック
します。

ステップ 6 ブートストラップ コンフィギュレーションをダウンロードして適用すると、プラグ アンド プレ
イ の展開が開始されます。

ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > 
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。
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ブートストラップ コンフィギュレーションの PIN のメール送信

Prime Infrastructure は、デバイスごとにランダムな個人識別番号（PIN）を生成します。この PIN を
使用して、PIN に関連付けられているデバイスと プラグ アンド プレイ プロファイル（ブートス
トラップ コンフィギュレーション）を特定できます。事前プロビジョニング タスクが完了した
ら、管理者は、[PIN を電子メールで送信（Email PIN）] オプション（Prime Infrastructure の事前プロ
ビジョニング タスクで使用可能）を使用して、展開エンジニアに一意の PIN をメール送信する必
要があります。インストール時、展開エンジニアはこの PIN を使用して、サーバからブートスト
ラップ コンフィギュレーションをダウンロードします。

ブートストラップ コンフィギュレーションの PIN を配信するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）] 
を選択します。

ステップ 2 [プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3 [プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4 [CNS PIN を電子メールで送信（CNS Email PIN）] をクリックします。

ステップ 5 PIN の送信先電子メール アドレスを指定し、[OK] をクリックします。

ステップ 6 次のいずれかの方法でブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。

• 展開アプリケーションを使用してブートストラップ コンフィギュレーションを適用する場
合は、Prime Infrastructure プラグ アンド プレイ 展開アプリケーションが Prime Infrastructure 
と通信して、デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。

• PIN を使用して手動でブートストラップ コンフィギュレーションを適用する場合は、以下を
実行します。

– PIN を使用して、次の Prime Infrastructure プラグ アンド プレイ ゲートウェイからブート
ストラップ コンフィギュレーションをダウンロードします。https:// 
<pnp-gateway-server>/cns/PnpBootstrap.html 。このプロセス中に ISR のシリアル番号も登
録できます。

– コンソールまたは USB フラッシュを使用して、手動でブートストラップ コンフィギュ
レーションをデバイスに適用します。

プラグ アンド プレイの展開の詳細については、『Cisco Plug and Play Application User Guide 』
を参照してください。

ステップ 7 ブートストラップ コンフィギュレーションを適用すると、プラグ アンド プレイ の展開が開始さ
れます。

ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > 
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。
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DHCP によるブートストラップ コンフィギュレーションのエクス
ポート

DHCP オプションを使用してブートストラップ コンフィギュレーションをエクスポートするに
は、デバイスで以下の設定を行う必要があります。

• CNS ゲートウェイの場合：DHCP オプション 150

ip dhcp pool <DHCP pool name>
network <subnet> <subnet mask>
default-router <default gateway>
option 150 ip <prime_infrastucture_server_IP>”

• APIC-EM の場合：DHCP オプション 43

ip dhcp pool <DHCP pool name>
network <subnet> <subnet mask>
default-router <default gateway>
option 43 ascii "5A1D;B2;K4;I<APIC-EM_server_IP>;J80"

デバイスのセットアップと設定のヘルプの利用
Cisco Prime Infrastructure では、次のタスクを手順に沿って説明しています。

• 今後ネットワークに追加するデバイスを事前設定する（「今後追加するデバイスの事前設定」
を参照）。

• Prime Infrastructure に追加済みのアクセス スイッチを設定する（「アクセス スイッチの設定
に関するヘルプの利用」を参照）。

今後追加するデバイスの事前設定
今後ネットワークに追加するデバイスを事前設定できます。たとえば、新しいブランチ オフィス
を追加する予定の場合は、プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローを使用して、ブラン
チ ルータとスイッチの初期設定を行うことができます。ネットワークに新しいデバイスが追加
されると、Prime Infrastructure は、プラグ アンド プレイ プロファイルで指定された設定に基づい
て、ただちに新しいデバイスを検出し、インベントリに追加して設定することができます。

（注） [ブートストラップ（Bootstrap）] と [初期デバイス設定（Initial Device Setup）] メニューは、特定の
権限（ルート、スーパーユーザ、コンフィギュレーション マネージャ）を持つユーザにのみ表示さ
れます。

プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローは、[設定（Configuration）] > [テンプレート
（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features & Technologies）] > [プラグ アンド プレイ プロファ
イル（Plug and Play Profiles）] に機能的に似ています。ただし、このワークフローはルータよりも
アクセス スイッチ向けに設計されており、新規デバイスの設定をより詳しく示しています。
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（注） プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローは、Cisco IOS スイッチやアクセス デバイスを
設定する際に役立ちます。自動 DHCP インストール オプションに対応している Cisco IOS デバイ
スは、プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローを使用して起動できます。他のすべての
デバイス（ブランチ、レガシー コントローラ、AP 内の直接ネットワーク接続がないルータなど）
は、プラグ アンド プレイ機能を使用する必要があります。

プラグ アンド プレイ セットアップは 1 回だけ行う必要があります。手順の完了後、新しいス
イッチやアクセス デバイスをネットワークに接続すると、それらのデバイスは自動的にプラグ 
アンド プレイ プロファイルを使用して起動し、Prime Infrastructure によって管理されるようにな
ります。

関連項目

• プラグ アンド プレイ プロファイルを配信するための前提条件

プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローでサポートされるデ
バイスとソフトウェア イメージ

表 26-1 は、CNS ゲートウェイの [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > 
[初期デバイス設定（Initial Device Setup）] でサポートされるデバイスおよび対応するソフトウェ
ア イメージを示しています。

表 26-1 CNS ゲートウェイの [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス設定（Initial 
Device Setup）] でサポートされるデバイスとイメージのバージョン

プラグ アンド プレイのサポート対象デバ
イス

サポートされるソフトウェア イ
メージの 小バージョン 検証済みイメージ バージョン

Catalyst 2960、2960S Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降 Cisco IOS Release 12.2(55)SE5 以降

Catalyst 2960C Cisco IOS Release 12.2.55(EX) 以降 Cisco IOS Release 12.2.55(EX3) 
以降

Catalyst 2960-SF Cisco IOS Release 15.0(2)SE 以降 Cisco IOS Release 15.0(2)SE 以降

Catalyst 3560V2、3750v2、3560-X、3750-X Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降 Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降

Catalyst 3560C Cisco IOS Release 12.2.55(EX) 以降 Cisco IOS Release 12.2.55(EX) 以降

サポートされる Catalyst 4503、4506、4507、
4510 スイッチおよび 4000 シリーズ スー
パーバイザ カード：SUP 6E、Sup 6LE

Cisco IOS Release 151-2.SG 以降 Cisco IOS Release 151-2.SG 以降

サポートされる Catalyst 4503、4506、4507、
4510 スイッチおよび 4000 シリーズ スー
パーバイザ カード：Sup 7E、Sup 7LE 
(IOS XE)

Cisco IOS XE Release 03.04.00.SG 
以降

Cisco IOS XE Release 03.04.00.SG 
以降

Catalyst 3650、3850 スイッチ（IOS XE） Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE 
以降

Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE 
以降

Cisco 5760 ワイヤレス LAN コントローラ
（IOS XE）

Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE 
以降

Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE 
以降
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APIC-EM でサポートされるデバイスおよび対応するソフトウェア イメージについては、Cisco 
Network Plug and Play のリリース ノート [英語]を参照してください。

サポートされるすべてのデバイスおよび対応する sysObjectID については、『Cisco Prime 
Infrastructure 3.0 Supported Devices 』を参照してください。

新しいデバイスの設定の取得

新しいデバイスのプラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローで作成されるブートスト
ラップ コンフィギュレーションの取得方法を選択できます。

• [DHCP 自動インストール（DHCP Auto Install）]：DHCP ベースの自動インストール方式でプ
ラグ アンド プレイ プロファイルを配信する場合は、ディストリビューション ネットワー
ク、または企業ネットワークへの既存の接続があるネットワークが必要です。自動インス
トール用の DHCP サーバの設定例を参照してください。

• [Prime ユーティリティ（Prime Utilities）]：ディストリビューション レイヤに新しいデバイス
を接続してから、[Prime ユーティリティ（Prime Utilities）] 方式でプラグ アンド プレイ プロ
ファイルを配信する場合は、ラップトップ ユーティリティを使用して Prime Infrastructure か
ら設定をダウンロードし、デバイスに適用する必要があります。Prime Infrastructure サーバへ
のインターネット接続が必要です。

• [ファイル転送（File Transfer）]：[ファイル転送（File Transfer）] 方式でプラグ アンド プレイ プ
ロファイルを配信する場合は、TXT ファイルをダウンロードして、手動でデバイスに設定を
適用できます。

プラグ アンド プレイ プロファイルを配信するための前提条件

新しいデバイスへのプラグ アンド プレイ プロファイルの配信に対して選択した方法に基づい
て、必要な前提条件を満たしていることを確認する必要があります。

• 「自動インストール用の DHCP サーバの設定例」の説明に従って、ネットワークに DHCP を
適切に設定します。ネットワークで DHCP を使用できない場合は、別の方法で新しいデバイ
スにブートストラップ コンフィギュレーションを適用できます（「自動インストール用の 
DHCP サーバの設定例」を参照）。

• 新しいデバイスが接続しているブランチまたはキャンパスに、利用可能な既存のネットワー
ク接続（ディストリビューション/コア）がなければなりません。

• ブランチに Prime Infrastructure サーバへの直接接続があることが必要です。直接接続がない
場合は、プラグ アンド プレイ外部サーバを使用して Prime Infrastructure に接続する必要があ
ります。

• [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [サーバ
（Server）] を選択し、TFTP の [有効化（Enable）] をクリックして、Prime Infrastructure サーバで 

TFTP が有効になっていることを確認します。TFTP はデフォルトで有効になっています。

自動インストール用の DHCP サーバの設定例

DHCP ベースの自動インストール方式を選択してプラグ アンド プレイ プロファイルを配信す
る場合は、表 26-2 のコマンドを入力して、スイッチを TFTP サーバにリダイレクトするように 
DHCP サーバを設定する必要があります。

自動インストール方式は、Encrypt CNS コマンドを使用する HTTPS に対応していません。HTTP 
CNS コマンドには対応しています。
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DHCP ベースの自動インストール方式は、次の手順で実行されます。

1. 新しいスイッチが DHCP サーバと通信します。スイッチを TFTP サーバにリダイレクト
するように DHCP サーバを設定する必要があります。詳細については、表 26-2 を参照し
てください。

2. DHCP サーバは、スイッチをプラグ アンド プレイ ブートストラップ プロファイルがあ
る新しい TFTP サーバに向けます。

3. スイッチはブートストラップ コンフィギュレーション ファイルをロードして起動し、
プラグ アンド プレイ ゲートウェイにアクセスします。

：

デバイス クレデンシャルの指定

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [ブートストラップ（Bootstrap）] 
> [プロファイルの作成（Create Profile）] ウィンドウで、デバイスに設定する SNMP、Telnet、SSH 
のクレデンシャルを入力します。Prime Infrastructure は、これらのクレデンシャルを使用してデ
バイスと通信します。デフォルトでは Telnet が有効になりますが、必要に応じて SSH を有効にで
きます。

次の設定はプラグ アンド プレイ プロファイルによって設定されますが、アクセス スイッチの設
定に関するヘルプの利用 ワークフローを使用して変更できます。

• SNMPv2 と SSH クレデンシャル：指定した SNMP、Telnet、SSH のクレデンシャルが、プラグ 
アンド プレイ プロファイルを使用するすべてのデバイスに設定されます。これらは、Prime 
Infrastructure がデバイスと通信するために必要な一時的クレデンシャルを見なすことがで
きます。アクセス スイッチの設定に関するヘルプの利用 ワークフローを後で使用して、デバ
イス クレデンシャルを変更できます。Telnet、SSH、またはその両方を有効にできます。SSH 
を指定する場合は、デバイスに K9 イメージがあることを確認します。

セキュリティのために、コミュニティ ストリングに「public」や「private」を使用しないことを
推奨します。

• プラグ アンド プレイ ゲートウェイ ロケーション：デフォルトでは、Prime Infrastructure サー
バはプラグ アンド プレイ ゲートウェイ サーバとして動作します。外部プラグ アンド プレ
イ ゲートウェイの IP アドレスを指定することによって、サーバを変更できます。

プラグ アンド プレイ プロファイルの保存

プラグ アンド プレイ プロファイルを適用またはエクスポートする方法を指定する前に、「自動
インストール用の DHCP サーバの設定例」の説明に従って、必要な要件を満たしていることを確
認します。

表 26-2 自動インストール用の DHCP サーバ設定

入力するコマンド 説明

ip dhcp pool PNP PNP という名前の DHCP プールを作成します。

network 10.106.190.0 
255.255.255.224

ネットワーク 10.106.190.0 とサブネット マスク 255.255.255.224 を定義しま
す。DHCP はこの IP アドレス プールを使用して、新しいデバイスに IP アドレ
スを割り当てます。

default-router 10.106.190.17 新しいデバイスにデフォルト ルート 10.106.190.17 を設定します。

option 150 ip 10.77.240.224 TFTP サーバの IP アドレス 10.77.240.224 が Prime Infrastructure サーバの IP ア
ドレスであることを指定します。
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• [TFTP 経由（via TFTP）]：プロファイルは TFTP サーバでアクティブなままになり、新しいス
イッチやアクセス デバイスをネットワークに接続すると、それらのデバイスは自動的にプ
ラグ アンド プレイ プロファイルを使用して起動し、Prime Infrastructure に「コールホーム」し
てその他の設定を要求します。

• [他のオペレータへ電子メール送信（Email to other operators）]：ブートストラップ コンフィ
ギュレーションを手動でデバイスにプロビジョニングできる適切なネットワーク エンジニ
アに、ブートストラップ コンフィギュレーションをメール送信するか、Prime Infrastructure 
iPad またはラップトップ ユーティリティを使用できる適切なネットワーク オペレータに、
PIN をメール送信できます。

（注） ブートストラップ コンフィギュレーションや PIN を電子メールを使用して配信する場
合は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メー
ル サーバ設定（Mail Server Configuration）] で、事前にメール サーバを設定しておく必要
があります。

• 作成済みのブートストラップ コンフィギュレーション ファイル（TXT 形式）をエクスポート
して、手動でデバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。

プラグ アンド プレイ プロファイルを保存したら、[モニタ（Monitor）] > [ワークフロー ステータ
ス（Workflow Status）] を選択し、新たに登録されたデバイスとワークフローが失敗したデバイス
を表示します。

これで、デバイスが Prime Infrastructure サーバと通信可能になったので、デバイスに適用するその
他の設定を指定できます。アクセス スイッチの設定に関するヘルプの利用を参照してください。

デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを展開するため
の前提条件

ブートストラップ コンフィギュレーションを Prime Infrastructure サーバのデバイスに展開する
には、次の手順を実行します。

• 次のコマンドを入力して、サーバの Cipher in Admin モードを有効にします。

ncs run pnp-ciphers enable 

• [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [サーバ設定
（Server Settings）] ページの [HTTP 転送（HTTP Forward）] セクションで、[有効化（Enable）] を
クリックします。

• Prime Infrastructure サーバを再起動します。

HTTPS の場合は、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [ブートス
トラップ（Bootstrap）] ページで、[https のプロファイルを作成する（Create Profile for https）] 
チェックボックスをオンにします。

プラグ アンド プレイ セットアップの出力例（HTTPS）

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [ブートストラップ（Bootstrap）] 
での手順を完了すると、Prime Infrastructure によってブートストラップ コンフィギュレーション 
ファイルが作成されます。このファイルに含まれる以下のコマンドにより、新しい Cisco IOS デ
バイスが Prime Infrastructure にコールホームできるようになります。
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次の例で、pihateast 151 は Prime Infrastructure サーバのホスト名です。

crypto pki trustpoint pi-hateast-151

enrollment mode ra

enrollment terminal

usage ssl-client

revocation-check crl

exit

crypto pki certificate chain pi-hateast-151

certificate ca 4CAAA6BE

30820399 30820281 A0030201 0202044C AAA6BE30 0D06092A 864886F7 0D010105

0500307D 310B3009 06035504 06130255 53310B30 09060355 04081302 43413111

300F0603 55040713 0853616E 204A6F73 65311630 14060355 040A130D 43697363

6F205379 7374656D 73311D30 1B060355 040B1314 574E4255 20286175 746F6765

6E657261 74656429 31173015 06035504 03130E70 692D6861 74656173 742D3135

31301E17 0D313430 38303530 36313432 355A170D 31363038 30343036 31343235

5A307D31 0B300906 03550406 13025553 310B3009 06035504 08130243 41311130

0F060355 04071308 53616E20 4A6F7365 31163014 06035504 0A130D43 6973636F

20537973 74656D73 311D301B 06035504 0B131457 4E425520 28617574 6F67656E

65726174 65642931 17301506 03550403 130E7069 2D686174 65617374 2D313531

30820122 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010F00 3082010A 02820101

00877EEC 985CFD97 92BAE4C4 E611B089 E4453714 844F2DEC C944F907 D53BB92A

016CA25C 007F2EF5 51CAA930 8EADF3BA 165D3A25 004FCFE3 2D0A9A92 B8165508

C4642DFA F1A0DFEE F8F1C958 7CBE7ED7 6D74195A F1E7133A 5A7EFF36 0AF8ADC1

8A829515 D91EF557 CE9F4915 B4C04FD0 F461C211 FB70A375 AA7204DC 4C025FED

72896754 53FB1F7A 9F30CC0D A0443D50 9DDB7A90 3544F345 0CAB8FDB A8009718

F8D49347 741493AD 746B3DC3 0E41D2FF 72B51816 7968D924 1F42536A 1C7B29F2

C569E111 3D126FBF 4B23F2A5 96AA446E BA9F5A94 68F1F7A3 E8C4994F BCF4B2FB

ED5589BF D222DD29 2EACFE48 DDA45116 EA2C42BA 9E37B6DA 05E7582E 1521512A

B1020301 0001A321 301F301D 0603551D 0E041604 14C05AA1 1AF06B2A D5AA67BD

226B487B 0518343B 5B300D06 092A8648 86F70D01 01050500 03820101 00741493

7B6360D5 34F7ED04 2078A847 788ACDFF A143162B 1736AB2C A8E3EA2B 1CE54E9E

AEFBE562 21D8F70E 3AD9EF0E ED782A7D 362D4D1A 9275C791 96F19584 C873DAF1

16108A59 186FD2E1 BD00F61C 2C57D6A0 0DE5E42B B76210BE EAB8C9F2 2C476091

B5F0B661 E8C8277F 5F673547 0404C863 0BE127B2 9E3FDE18 139F9BAD F5EC945A

30715BDF B72565F0 D25DBA40 216091F0 98BDB241 993662F9 248C1423 8F5417B2

69672F32 6212D37F 008A4B86 CDF280E9 2C89F1CF 9E63311D 2B349C07 43D8D02D

F9770607 9F14DF51 896BF1EF 8B2A3EC5 3B1E564E 4E079B4A CC684745 11372D92

377407E8 194EF897 5B62B38B 16B6F1EF F080A3E4 512508B8 4322C2DD 86

quit

exit

ip host pi-hateast-151 10.104.119.151

cns trusted-server all-agents pi-hateast-151 

cns trusted-server all-agents 10.104.119.151 

cns id hardware-serial 

cns id hardware-serial event 
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cns id hardware-serial image 

cns event pi-hateast-151 encrypt keepalive 120 2 reconnect-time 60 

cns exec encrypt 443

cns image server https://pi-hateast-151/cns/HttpMsgDispatcher status 
https://pi-hateast-151/cns/HttpMsgDispatcher

cns config partial pi-hateast-151 encrypt 443 

cns config initial pi-hateast-151 encrypt 443

end

ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルは、指定された方式に基づいて配信され
ます。

• [TFTP 経由（via TFTP）]：Prime Infrastructure はブートストラップ コンフィギュレーション 
ファイル、cisconet.cfg 、および config クレデンシャル ファイルを Prime InfrastructureTFTP 
サーバにコピーします。

• [他のオペレータへ電子メール送信（Email to other operators）]：Prime Infrastructure はブートス
トラップ コンフィギュレーション ファイルを指定された電子メール アドレスに送信し、
config クレデンシャル ファイルを Prime Infrastructure TFTP サーバにコピーします。

（注） ブートストラップ コンフィギュレーションや PIN を電子メールを使用して配信する場
合は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メー
ル サーバ設定（Mail Server Configuration）] で、事前にメール サーバを設定しておく必要
があります。

• [ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルのエクスポート（Export the bootstrap 
configuration file）]：Prime Infrastructure は、ブートストラップ コンフィギュレーション ファ
イルをクライアントにエクスポートして Day-0 Bootstrap Configuration_NEW.txt として保存
し、config クレデンシャル ファイルを Prime Infrastructure TFTP サーバにコピーします。

プラグ アンド プレイのプロビジョニング ステータスの
確認

デバイスのプラグ アンド プレイ ステータスを表示するには、[設定（Configuration）] > [プラグ ア
ンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。

アクセス スイッチの設定に関するヘルプの利用
デバイスを Prime Infrastructure に追加した後、初期デバイス設定ワークフローを使用して、次の
デバイスで有線機能や無線機能を設定できます。

• 有線機能対応デバイス（「表 26-1」を参照）。

• 無線機能対応デバイス：

– Catalyst 3650 スイッチ

– Catalyst 3850 スイッチ

– Cisco 5760 ワイヤレス LAN コントローラ
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関連項目

• はじめる前に

• ロケーションへのデバイスの割り当て

はじめる前に

初期デバイス設定を使用する前に、[インベントリ（Inventory）] > [グループ化（Grouping）] > [ロ
ケーションとデバイス（Location & Device）] を選択してロケーションを作成する必要がありま
す。詳細については、ロケーション グループの使用を参照してください。

関連項目

• ロケーションへのデバイスの割り当て

ロケーションへのデバイスの割り当て

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス設定（Initial 
Device Setup）] > [ロケーションへの割り当て（Assign to Location）] ウィンドウで、設定するデバイ
スが属するロケーションを指定できます。このウィンドウには、プラグ アンド プレイ セット
アップ ワークフロー（「今後追加するデバイスの事前設定」を参照）で検出された「Unassigned 」デ
バイスと、検出された割り当てられていないデバイスが表示されます。各デバイスをロケーショ
ンに割り当てる必要があります。

初期デバイス設定ワークフローはロケーションに固有です。異なるロケーションにデバイスを
設定するには、初期デバイス設定ワークフローを繰り返して適切な場所を選択します。

デバイスの詳細を取得するには、デバイスの IP アドレスにマウス カーソルを移動し、表示され
たアイコンをクリックします。詳細については、[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] から
のデバイスの詳細の取得を参照してください。

デバイスの [ステータス（Status）] 列が N/A の場合は、デバイスが手動で Prime Infrastructure に追
加されたこと（プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローの使用なし）、または、プラグ ア
ンド プレイ セットアップ ワークフローは完了したが、デバイスを Prime Infrastructure に追加し
た後、同期に 10 分以上かかっていることを示しています。

デバイスの選択

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス設定（Initial 
Device Setup）] > [その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）] ウィンドウには、特定のロ
ケーションに割り当てられたすべての新規デバイス、同じロケーションに以前割り当てられた
デバイス、検索機能を使用して Prime Infrastructure に追加されたデバイスが表示されます。つま
り、新規デバイスと既存のデバイスに同時に有線機能や無線機能を設定できます。

有線または無線のどちらの機能を設定するかを選択します。表示されるデバイスは選択したオ
プションに対応しています。

[デバイスに有線機能を追加（Add wired features to my device(s)）] を選択した場合は、選択したロ
ケーション内の有線機能を設定可能なデバイスのみが表示されます。デバイスを選択したら、[デ
バイス準備状況（Device Readiness）] 列を確認し、「デバイスの準備に関する説明」で詳細を参照し
ます。
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コンフィギュレーション モードを選択します。

• [ガイド モード（Guided mode）]：シスコ推奨のデバイス設定が手順に沿って示されます。
Guided モードによる有線機能の設定を参照してください。

• [拡張モード（Advanced mode）]：テンプレートを使用して、デバイス設定の変更やカスタマイ
ズを行うことができます。CLI テンプレートを使い慣れている必要があります。Advanced 
モードによる有線機能の設定を参照してください。

[デバイスに有線機能を追加（Add wired features to my device(s)）] を選択した場合は、選択したロ
ケーション内の無線機能を設定可能なデバイスのみが表示されます。デバイスを選択したら、無
線デバイス設定の一部としてゲスト アクセスを設定することもできます。アクセス ポイントの
数を入力し、モビリティ グループを選択します。無線機能の設定手順については、「無線機能の設
定」を参照してください。

デバイスの準備に関する説明

[準備状況（Readiness）] 列は、選択したデバイスが設定準備完了状態かどうかを示します。以下の
理由により、デバイスの「準備が整っていない」場合があります。

• デバイスで必要な Cisco IOS バージョンが実行されていない。表 26-3 は、必要なバージョン
を示しています。

• Prime Infrastructure がインベントリの詳細を取得できなかった。[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
て、デバイスの [管理ステータス（Admin Status）] が [管理対象（Managed）] になっており、[イ
ンベントリ収集ステータス（Inventory Collection Status）] が [完了（Completed）] になっている
ことを確認します。

関連項目

• Guided モードによる有線機能の設定

• Advanced モードによる有線機能の設定

• 無線機能の設定

表 26-3 スイッチを準備完了状態にするために必要な Cisco IOS/IOS XE リリース

スイッチのシリーズ 必要な Cisco IOS/IOS XE リリース

Catalyst 2960、2960s、2960X 12.2(55)以降、または 15.0.1.SE 以降

Catalyst 2960-SF 15.0(2)SE 以降

Catalyst 3560v2、3560X、3750v2、3750X 12.2(55)以降、または 15.0.1.SE 以降

Catalyst 3560c、2960c 12.2(55)-EX4 以降

Catalyst 3650、3850 IOS XE 03.02.02 SE 以降 

Catalyst 4500 Sup7E または Sup7LE を実行している場合：IOS XE 03.03.02.SG 以降

Sup6E または Sup6LE を実行している場合：12.2(54)SG 以降 

5760 ワイヤレス LAN コントローラ IOS XE 03.02.02 SE 以降 
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Guided モードによる有線機能の設定
Guided モードを使用して有線機能を設定する場合は、手順に従って段階的に以下を設定します。

1. IP アドレスのオプション

2. デバイスのクレデンシャル

3. VLAN と切り替えパラメータ

4. Auto Smartports とアップリンク

5. 確認

IP アドレスのオプション

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス セットアップ
（Initial Device Setup）] ワークフロー（「今後追加するデバイスの事前設定」を参照）では、DHCP 
サーバによってデバイスに IP アドレスが割り当てられます。[IP 管理オプション（IP Management 
Options）] ページで、IP アドレスを変更できます。[デバイス IP 管理アドレスの変更（Change 
Device(s) IP Management Address）] を選択し、[デバイス管理オプション（Device Management 
Options）] テーブルにデバイスに必要な値を入力して、[保存（Save）] をクリックします。

IP アドレス、ホスト名、サブネット、ゲートウェイの値のみを編集できます。デバイス タイプやシ
リアル番号は変更できません。

多数のデバイスがある場合は、タスクを簡略化するために、すべてのデバイスを含む CSV ファ
イルをエクスポートして編集し、その CSV ファイルをインポートして [デバイス管理オプショ
ン（Device Management Options）] テーブルを上書きできます。

デバイスのクレデンシャル

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス セットアップ
（Initial Device Setup）] ワークフロー（「今後追加するデバイスの事前設定」を参照）では、指定し
た SNMP、Telnet、SSH クレデンシャルと同じクレデンシャルがすべてのデバイスに設定されま
す。[クレデンシャル（Credentials）] ページでは、クレデンシャルを変更したり、さまざまなデバ
イスに異なるクレデンシャルを指定できます。[新しいクレデンシャルの指定（Specify new 
credentials）] を選択し、必要な値を入力します。

入力したクレデンシャルを保存するには、[クレデンシャルの保存（Save Credentials）] をクリック
します。設定が必要な新しいデバイスがあり、初期デバイス設定ワークフローを再び使用する場
合は、[クレデンシャルの使用（Use Credentials）] リストから保存されているクレデンシャルを選
択できます。フィールドに以前保存した値が設定されます。

初期デバイス設定ワークフローが完了すると、デバイスと Prime Infrastructure でデバイス クレデ
ンシャルが更新されます。

VLAN と切り替えパラメータ

[VLAN と切り替え（VLAN and Switching）] ページでは、VLAN と切り替えパラメータを設定でき
ます。デフォルトの VLAN 値が入力されます。デフォルトのスイッチング機能が選択されます。
次のオプションはデフォルトで有効になり、Prime Infrastructure で必要なため変更できません。
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• [CDP の有効化（Enable CDP）]

• [Rapid PVST]

デフォルトでは、スパニング ツリーも有効になります。

Auto Smartports とアップリンク

デフォルトでは、初期デバイス設定ワークフローを実行すると、スイッチ ダウンリンク ポート
で Cisco Auto Smartports とサービス品質（QoS）が有効になります。Auto Smartport マクロは、ポー
トで検出されたデバイス タイプに基づいてポートを動的に設定します。Auto Smartports は無効
化できません。

[はじめる前に（Before You Begin）] ページには、アップリンク構成に対応しているデバイスをダ
ウンロードするリンクが含まれています。

プルダウン メニューから次のいずれかのオプションを選択して、EtherChannel や Trunking など
のアップリンク固有の機能を有効にすることをお勧めします。

• [レイヤ 2 トランキングの有効化（Enable Layer 2 Trunking）] 

• [EtherChannel を使用したレイヤ 2 トランキングの有効化（PagP）（Enable Layer 2 Trunking 
with Etherchannel (PagP)）]

• [EtherChannel を使用したレイヤ 2 トランキングの有効化（LACP）（Enable Layer 2 Trunking 
with Etherchannel (LACP)）]

• [EtherChannel を使用したレイヤ 2 トランキングの有効化（スタティック）（Enable Layer 2 
Trunking with Etherchannel (Static)）]

確認

[確認（Confirmation）] 画面は初期デバイス設定ワークフローの 後のステップであり、指定した
設定を確認することができます。設定を展開するには、[展開（Deploy）] をクリックします。ジョ
ブが作成され、ジョブ ステータス情報が表示されます。

展開したジョブを確認するには、[管理（Administration）] > [ジョブ（Jobs）] を選択して、ジョブの
ステータスと詳細を表示します。

展開に失敗した場合は、[モニタ（Monitor）] > [ワークフロー ステータス（Workflow Status）] ウィ
ンドウの [失敗（Failed）] 列に展開に失敗したデバイスの番号が表示されます。表示された番号を
クリックすると、[その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）] 画面に直接移動して失敗し
たデバイスを表示できます。必要な設定を変更し、そのデバイスに対してワークフローを繰り返
すことができます。

Advanced モードによる有線機能の設定
デバイスに適用する設定をカスタマイズする場合は、[その他のデバイスの選択（Choose Other 
Devices）] ページで [拡張モード（Advanced mode）] を選択します。拡張モードでは、テンプレート
を使用してデバイス設定の変更やカスタマイズを行うことができます。CLI テンプレートを使い
慣れている必要があります。
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設定を指定するには、次のテンプレートを使用します。

• [システム（System）]：DHCP サーバによって割り当てられた IP アドレスを新しい IP アドレ
スに置き換えることができます。IP アドレス、ホスト名、サブネット、ゲートウェイの値のみ
を編集できます。デバイス タイプやシリアル番号は変更できません。

多数のデバイスがある場合は、スプレッドシートでこれらの値を編集するほうが簡単です。
デバイス リストを CSV ファイルとしてエクスポートして編集し、そのファイルによって
テーブルを上書きできます。

• [セキュリティ（Security）]：認証クレデンシャルを指定できます。どの認証タイプを選択する
場合でも、プライマリ認証サーバと合致している必要があります。たとえば、認証方式として 
[RADIUS] を選択する場合は、プライマリ認証方式が [RADIUS] でなければなりません。認証
タイプとして [なし（None）] を選択する場合は、プライマリ認証方式が [LOCAL] でなければ
なりません。セカンダリおよび他の方式では、どのような認証タイプでもかまいません。

• [レイヤ 2（Layer 2）]：スパニングツリー、VTP、LLDP、CDP を設定できます。Prime 
Infrastructure で必要なため、デフォルトでは Rapid PVST と CDP が有効になります。

• [ハイ アベイラビリティ（High Availability）]：電源とシステムの冗長性を設定できます。[ハイ 
アベイラビリティ（High Availability）] チェックボックスをオフにすると、デバイスでの冗長
性が無効化されます。

• [インターフェイス（Interfaces）]：VLAN を設定できます。デバイスのポート数を確認し、その
情報に基づいて、インターフェイスを複数のインターフェイス パターンに分割できます。

• [その他（Other）]：ターミナル設定モードのその他のコマンドを設定できます。

無線機能の設定
無線機能を設定する場合は、手順に従って段階的に以下を設定します。

1. グループの作成

2. 無線パラメータ

3. 無線 LAN のセキュリティ

4. ゲスト アクセス

5. 確認

グループの作成

[グループの作成（Create Groups）] ページでは、[その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）] 
ページで選択したワイヤレス デバイスに対して、モビリティ アーキテクチャ グループが自動的
に定義されます。モビリティ グループは、モビリティ コントローラ、スイッチ ピア グループ、およ
びモビリティ エージェントから構成されます。以前設定されたモビリティ コントローラとモビ
リティ エージェントは変更できません。ただし、スイッチ ピア グループは追加できます。モビリ
ティ コントローラ/モビリティ エージェントとして選択したデバイスを設定したり、モビリティ 
グループからモビリティ コントローラ/モビリティ エージェントを削除することができます。
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無線パラメータ

[無線パラメータ（Wireless Parameters）] ページでは、選択したワイヤレス デバイスに対して無線
管理 IP、マスク、無線 VLAN ID を割り当てることができます。デバイス リストを CSV ファイル
としてエクスポートし、その値を編集してからファイルをインポートし、デバイスの値を上書き
できます。次に [保存（Save）] をクリックします。

無線 LAN のセキュリティ

[無線 LAN のセキュリティ（Wireless LAN Security）] ページでは、LAN 接続に対してセキュア ワ
イヤレスを追加できます。[セキュア ワイヤレス LAN のプロパティ（Secure wireless LAN 
Properties）] のデフォルト値が表示されます。選択したセキュリティ プロファイルと認証方式に
基づいて、プライマリおよびセカンダリ RADIUS サーバの詳細を入力します。

ゲスト アクセス

[ゲスト アクセス（Guest Access）] ページは、[その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）] 
ページで無線デバイス設定の一部としてゲスト アクセスを設定することを選択した場合にのみ
表示されます。ゲストの [ゲスト WLAN（Guest WLAN）] フィールドと [VLAN] フィールドにデ
フォルト値が表示されます。ゲストに対して選択したセキュリティ プロファイルと認証方式に
基づいて、プライマリおよびセカンダリ RADIUS サーバの詳細を入力する必要があります。

確認

[確認（Confirmation）] 画面は、無線機能用 Guided ワークフローの 後のステップであり、指定し
た設定を確認することができます。設定を展開するには、[展開（Deploy）] をクリックします。確
認ジョブのステータスとワークフローのステータスの詳細については、「確認」を参照してくだ
さい。

プラグ アンド プレイ コントローラの自動プロビジョニ
ングの設定

Prime Infrastructure では、自動プロビジョニングのサポートによって WLAN の展開を簡素化し
ます。自動プロビジョニングは、Prime Infrastructure による現在のシスコ ワイヤレス LAN コント
ローラ（WLC）の新規設定や置き換えを自動化するための機能です。Prime Infrastructure の自動プ
ロビジョニング機能を使用すると、多数のコントローラから構成される顧客向けの展開を簡素
化できます。

（注） コントローラの無線および b/g ネットワークは、Prime Infrastructure のスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルによって当初は無効になっています。必要に応じて、自動化テンプレー
トの 1 つとして含まれているテンプレートを使用し、それらの無線ネットワークを有効にでき
ます。
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自動プロビジョニング フィルタ リストの使用

[自動プロビジョニング フィルタ（Auto Provision Filters）] ページでは、自動プロビジョニング 
フィルタを作成して編集することで、Prime Infrastructure による自動プロビジョニングや自動モ
ニタを許可するデバイスのリストを定義できます。

自動プロビジョニングの権限を有効にするには、Admin、Root、または SuperUser ステータスでロ
グインしている必要があります。ユーザの自動プロビジョニング権限を有効または無効にする
には、Prime Infrastructure の [管理（Administration）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles, 
& AAA）] > [ユーザ グループ（User Groups）] > [グループ名（group name）] > [許可されているタス
クのリスト（List of Tasks Permitted）] で、許可されているタスクを編集します。各チェックボック
スをオンまたはオフにして、これらの権限の有効と無効を切り替えます。

フィルタ パラメータは次のとおりです。

自動プロビジョニング フィルタの追加

自動プロビジョニング フィルタ コンテンツを指定するには、アプリケーションに直接詳細を入
力するか、CSV ファイルから詳細をインポートします。自動プロビジョニング機能は、5500 シ
リーズのコントローラと 5500 シリーズ以外のコントローラをサポートしています。5500 シリー
ズ以外のコントローラでは、AP マネージャ インターフェイスのコンフィギュレーション情報が
定義されているのに対し、5500 シリーズのコントローラにはこの情報がありません。

自動プロビジョニング フィルタを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [コントローラ自動プロビ
ジョニング（Controller Auto Provisioning）] を選択します。

ステップ 2 [コマンドの選択（Select a Command）] ドロップダウン リストから [フィルタの追加（Add Filter）] 
を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 3 必須パラメータを入力します。

動的インターフェイス コンフィギュレーションとデバイス固有コンフィギュレーションの詳細
は、CSV ファイルを入力するときのみ指定します。これら 2 つのコンフィギュレーションは、グ
ラフィカル ユーザ インターフェイスでは設定できません。

パラメータ 説明

フィルタ名（Filter Name） フィルタの名前を識別します。

フィルタの有効状態
（Filter Enable）

フィルタが有効かどうかを示します。

有効にしたフィルタのみを自動プロビジョニング プロセスに追加できます。

モニタのみ（Monitor Only） このパラメータを選択すると、このフィルタで定義されている Cisco WLC は Prime 
Infrastructure で管理されますが、自動プロビジョニング処理中に Cisco WLC が Prime 
Infrastructure と通信する場合は、Prime Infrastructure によって設定されません。

フィルタ モード（Filter 
Mode）

このフィルタの検索モード（[ホスト名（Host Name）]、[MAC アドレス（MAC Address）]、
または [シリアル番号（Serial Number）]）を示します。

設定グループ名（Config 
Group Name）

設定グループの名前を示します。

自動プロビジョニング フィルタで使用されるすべての設定グループで、コントローラ
が定義されていてはなりません。
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ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

デフォルトのユーザ名とパスワードを変更するには、ステップ 5 ～ 8 の説明に従って、管理ユー
ザを削除してから再作成する必要があります。

ステップ 5 デフォルトのユーザ名とパスワードを変更するには、ローカル管理ユーザ テンプレートを使用
して、コントローラに新規の読み取り/書き込みユーザを作成する必要があります。「ローカル管
理ユーザ テンプレートの作成」を参照してください。デフォルトの管理ユーザを削除できるよう
に、新規ユーザを作成する必要があります（ステップ 6 を参照）。

ステップ 6 [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）] > [すべてのデバイス（All Devices）] を選択し、コントローラ名をクリックし
て、[設定（Configuration）] タブをクリックします。次に、[管理（Management）] > [ローカル管理
ユーザ（Local Management User）] を選択して管理ユーザを選択し、[コマンドの選択（Select a 
command）] ドロップダウン リストから [ローカル管理ユーザの削除（Delete Local Management 
User）] を選択して、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 7 ローカル管理ユーザ テンプレートを使用して、コントローラに新しい管理ユーザを作成します。
ローカル管理ユーザ テンプレートの作成を参照してください。

ステップ 8 ステップ 5 で作成したユーザを削除します。

関連項目

• ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

自動プロビジョニング プライマリ検索キー設定

[プライマリ検索キー設定（Primary Search Key Setting）] を使用して、一致条件の検索順序を設定
します。

ステップ 1 [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [コントローラ自動プロビジョ
ニング（Controller Auto Provisioning）] を選択し、左側のサイドバー メニューから [設定（Setting）] 
を選択します。

ステップ 2 該当する検索キーをクリックして強調表示し、[上へ移動（Move Up）] または [下へ移動（Move 
Down）] ボタンを使用して、検索キーの優先順位を変更します。

ステップ 3 [保存（Save）] をクリックして、変更を確定します。
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第 26 章      プラグ アンド プレイの設定

  プラグ アンド プレイ コントローラの自動プロビジョニングの設定
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