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ワイヤレスサブパッケージの概要
ワイヤレスのみのファブリックでは、ファブリックの利点を活かすためにファブリック構造が

使用されます。このアーキテクチャでは、既存の従来型ネットワーク設計（マルチ階層、ルー

テッドアクセス、VSSネットワークなど）の上層にファブリックが構築されます。LISPコン
トロールプレーンとともに、オーバーレイデータプレーントラフィックのVXLANカプセル
化も使用されます。ワイヤレスコントロールプレーンはそのまま維持され、CAPWAPトンネ
ルはAPを始点とし、Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラまたはAireOSを終
点とします。Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラは、専用のアプライアンス
内、スイッチ内、または VM内で機能できます。

スイッチ用の Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラでは、コントロールプレーンと管
理プレーンの一元管理（設定、アップグレード、トラブルシューティングなどが簡単に行え

る）、分散型フォワーディングプレーンのスループットやパフォーマンスの最大化といったメ

リットがすべて実現されます。分散型データプレーンにより、AVCなどのサービスの拡張が
可能になります。この新しいモデルでは、ワイヤレスコントロールプレーンはMCやMAと
の間で分割されません。スイッチがワイヤレスコントロールプレーンから切り離され、コン

トローラがワイヤレス機能を処理し、トラフィックのスイッチングがシスコのアクセススイッ

チによって実行されます。

ワイヤレス機能を有効にする必要があるのはネットワークの少数のノードに限られるため、必

要に応じて Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラを個別のパッケージとしてス
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イッチにインストールできます。サブパッケージはベースイメージの上層にインストールされ

ます。サブパッケージをアクティブ化するにはリロードが必要です。

サブパッケージは、Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラソフトウェア全体を
含むオプションのバイナリです。

（注）

Cisco Catalyst 9300スイッチ上のCisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラソフトウェアは、
Cisco DNA Centerを使用してスイッチにプロビジョニングおよび展開する必要があり、スタン
ドアロンコントローラとして設定することはできません。詳細については、『Cisco Catalyst
9300 Series Switches Hardware Installation Guide』を参照してください。

（注）

ワイヤレスパッケージのインストール方法

1. スイッチにベースイメージ（ワイヤレスなし）をインストールします。

2. スイッチにワイヤレスパッケージをインストールします。

3. APイメージをアップグレードします。

4. スイッチをリロードします。

5. wireless-controllerコンフィギュレーションコマンドを使用してスイッチでワイヤレスを有
効にし、ワイヤレス機能を設定します。

ワイヤレスパッケージの削除方法

1. スイッチからワイヤレスパッケージをアンインストールします。

2. スイッチをリロードします。

3. writeコマンドを実行します。これで、スタートアップコンフィギュレーションからワイ
ヤレス設定が削除されます。

新しいバージョンのワイヤレスパッケージへのアップグレード方法

1. スイッチにベースイメージ（ワイヤレスなし）をインストールします。

2. 更新されたワイヤレスパッケージをインストールします。

3. スイッチをリロードします。

4. インストールを確定します。
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インストールモードでのスイッチの起動
次に示す手順を使用して、スイッチをインストールモードで起動します。

始める前に

サブパッケージはバンドルモードでは機能しません。show versionコマンドを使用してブート
モードを検証します。

手順

ステップ 1 install add file image.bin location activate commit

このコマンドは、スイッチをバンドルモードからインストールモードに移行します。ここで

image.binはベースイメージです。

ステップ 2 すべてのプロンプトで [yes]をクリックします。
ステップ 3 reload

スイッチをリロードします。flash:packages.confから起動していることを確認します。リロード
後に、スイッチはインストールモードになります。

インストールモードでのイメージのアップグレード/ダウングレード中、
flash:<file_name>を使用した「Install add file」コマンドは使用できません。代わりに
「bootflash:<filename>」を使用する必要があります。

（注）

Install add file bootflash:<file_name> activate commit

次のタスク

show versionコマンドを使用してブートモードを確認します。

1ステップでのサブパッケージのインストール
次の手順を使用して、1ステップでサブパッケージをインストールします。

始める前に

•スイッチがインストールモードであることを確認します。

• flash:packages.confからのみ起動していることを確認します。
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手順

ステップ 1 install add file flash:<controller>.bin activate commit

スイッチ用の Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラのサブパッケージをインストールし
ます。

サブパッケージ（flash:<controller>.bin）は www.cisco.comで入手できます。また、
TFTPサーバからサブパッケージを直接インストールすることもできます。

（注）

ステップ 2 すべてのプロンプトで [yes]をクリックします。

ステップ 3 スイッチをリロードします。

次のタスク

インストールされているイメージまたはパッケージを確認するには、show install summaryコ
マンドを使用します。

複数ステップでのサブパッケージのインストール
次の手順を使用してサブパッケージをインストールします。

始める前に

•スイッチがインストールモードであることを確認します。

• flash:packages.confからのみ起動していることを確認します。

手順

ステップ 1 install add file flash:<controller>.bin

サブパッケージがフラッシュに追加されて展開されます。

ステップ 2 install activate file flash:<controller>.bin

サブパッケージをインストールし、リロードをトリガーします。ただし、リロード後に以前の

状態にロールバックすることもできます。

ステップ 3 install commit

ファイルの書き込みを実行してインストールを完了します。
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次のタスク

インストールされているイメージまたはパッケージを確認するには、show install summaryコ
マンドを使用します。

スタックへのインストール
1ステップでのサブパッケージのインストールまたは複数ステップでのサブパッケージのイン
ストール（4ページ）を使用して、パッケージをスタックにインストールできます。

新しいメンバがスタックに加わる場合、次の 2つのシナリオが考えられます。

•自動アップグレードが有効になっている場合：必要なソフトウェアが新しいメンバにイン
ストールされます。この場合、ワイヤレスパッケージだけでなく、スタックで実行されて

いるソフトウェアについても、バージョンが一致します。

•自動アップグレードが無効になっている場合：ソフトウェアのバージョンがスタック内の
ものと同じではないため、新しいメンバはバージョン不一致状態のままになり、スタック

に加わりません。自動アップグレード手順を開始するには、EXECモードで手動で install
autoupgradeコマンドを実行する必要があります。

新しいバージョンのワイヤレスパッケージへのアップグ

レード方法
新しいバージョンのワイヤレスパッケージにアップグレードするには、次の手順を実行しま

す。

手順

ステップ 1 install add file flash:<ベースイメージ>.bin

ベースイメージ（ワイヤレスなし）がフラッシュに追加され展開されます。

ステップ 2 install add file flash:<コントローラのサブパッケージ>.bin

サブパッケージがフラッシュに追加されて展開されます。

ステップ 3 install active

ベースイメージとサブパッケージをインストールし、リロードをトリガーします。ただし、リ

ロード後に以前の状態にロールバックすることもできます。

ステップ 4 install commit
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ファイルの書き込みを実行してインストールを完了します。

ワイヤレスパッケージの非アクティブ化
ワイヤレスサブパッケージを非アクティブ化するには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

パッケージを削除し、スイッチを強制的

にリブートします。

install deactivate file flash:<controller>.bin

例：

ステップ 1

Device# install deactivate file
flash:<controller>.bin

ワイヤレスパッケージを使用せずにス

イッチをコミットします。

install commit

例：

ステップ 2

Device# install commit

自動アップグレードの有効化または無効化
自動アップグレードを有効または無効にするには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

ソフトウェアの自動アップグレードを有

効にします。

software auto-upgrade enable

例：

ステップ 1

Device(config)# software auto-upgrade
enable

ソフトウェアの自動アップグレードを無

効にします。

software auto-upgrade disable

例：

ステップ 2

Device(config)# software auto-upgrade
disable
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