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パブリッククラウドのデイゼロWeb UIウィザード
次の手順に従って、デイゼロ設定を作成し、コントローラにプッシュします。

ステップ 1 Webブラウザのアドレスバーで、コントローラの IPアドレスを入力します。

ステップ 2 [Username]と [Password]を入力します。

これにより [Configuration Setup Wizard]ウィンドウが表示されます。

次のように [General Settings]ウィンドウに詳細を入力します。

a) [Deployment Mode]を選択します。
b) [Country]を選択します。
c) [Date]を選択します。
d) [Time]に入力するか、またはドロップダウンリストを使用して [Timezone]を選択します。
e) [NTP Servers]に名前を入力します。
f) [AAA Servers]に名前を入力します。

ステップ 3 次のように [Wireless Management Settings]に入力します。

a) [Port Number]を選択します。
b) [IP Address]を選択します。

ステップ 4 [Next]をクリックします。

ステップ 5 次のように [Wireless Network Settings]に入力します。

a) ネットワーク名を入力します。
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b) [Network Type]を選択します。
c) ドロップダウンを使用して [Security]オプションを選択します。
d) 事前共有キーを入力します。
e) [Add]をクリックします。

3つのワイヤレスネットワーク設定を入力します。ワイヤレス管理用に 1つ、デバイス管理
用に 1つ、ゲスト管理用に 1つ以上が必要です。

（注）

ステップ 6 [Next]をクリックします。

これにより [Advanced Settings]ページが開きます。

ステップ 7 [Advanced Settings]ページに詳細情報を入力します。

a) スライダを使用して [Client Density]を選択します。
b) RFグループ名を入力します。
c) ドロップダウンリストを使用して、[Traffic Type]を選択します。
d) 仮想 IPアドレスを入力します。
e) [Generate Certificate]スライダを使用して APの証明書を生成します。

この証明書は APがコントローラに参加するために必要です。

f) ドロップダウンリストを使用して [RSA Key-Size]を選択します。
g) [Signature Algorithm]に入力します。
h) [Password]を入力します。
i) [Summary]ページで詳細を確認します。

ステップ 8 [Finish]をクリックします。

ステップ 9 [Yes]をクリックします。

これにより設定が作成され、コントローラにプッシュされます。

プライベートクラウドのデイゼロWeb UIウィザード
次の手順に従って、デイゼロ設定を作成し、コントローラにプッシュします。

ステップ 1 Webブラウザのアドレスバーで、コントローラの IP addressを入力します。

ステップ 2 [Username]と [Password]を入力します。

これにより [Configuration Setup Wizard]ウィンドウが表示されます。[General Settings]ウィンドウに詳細
を入力します。

a) [Deployment Mode]を選択します。
b) [Country]を選択します。
c) [Date]を選択します。
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d) [Time]に入力するか、またはドロップダウンリストを使用して [Timezone]を選択します。
e) [NTP Servers]に名前を入力します。
f) [AAA Servers]に名前を入力します。

ステップ 3 次のように [Service Port Settings]に入力します。

a) [DHCP]を選択します。
b) スタティック IPアドレスを入力します。
c) サブネットマスクを入力します。

ステップ 4 次のように [Static Route Settings]に入力します。（オプション）

a) IPアドレスを入力します。
b) サブネットマスクを入力します。
c) ゲートウェイアドレスを入力します。

ステップ 5 次のように [Wireless Management Settings]に入力します。

a) [Port Number]を選択します。
b) VLANを入力します。
c) [IPv4]または [IPv6]を選択します。
d) ワイヤレス管理 IPアドレスを入力します。
e) サブネットマスクを入力します。
f) 管理 VLANの DHCPサーバを入力します。

ステップ 6 [Next]をクリックします。

これにより、[Wireless Network Settings]ページが開きます。

ステップ 7 次のように [Wireless Network Settings]に入力します。

a) ネットワーク名を入力します。
b) [Network Type]を選択します。
c) ドロップダウンを使用して [Security]オプションを選択します。
d) 事前共有キーを入力します。
e) [Add]をクリックします。

3つのワイヤレスネットワーク設定を入力します。ワイヤレス管理用に 1つ、デバイス管
理用に 1つ、ゲスト管理用に 1つ以上が必要です。

（注）

ステップ 8 [Next]をクリックします。

これにより [Advanced Settings]ページが開きます。

ステップ 9 [Advanced Settings]ページに詳細情報を入力します。

a) スライダを使用して [Client Density]を選択します。
b) RFグループ名を入力します。
c) ドロップダウンリストを使用して、[Traffic Type]を選択します。
d) 仮想 IPアドレスを入力します。
e) 高可用性のローカル IP、サブネットマスク、リモート IPを入力します。
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導入モードが [ACTIVE]に設定されている場合にだけ使用できます。（注）

f) [Generate Certificate]スライダを使用して APの証明書を生成します。

この証明書は APがコントローラに参加するために必要です。

g) ドロップダウンリストを使用して [RSA Key-Size]を選択します。
h) [Signature Algorithm]に入力します。
i) APパスワードを入力します。
j) [Summary]ページで詳細を確認します。

ステップ 10 [Finish]をクリックします。

ステップ 11 [Yes]をクリックします。

これにより設定が作成され、コントローラにプッシュされます。

コントローラのブート
VMに電源が投入されるとコントローラがブートします。設定によっては、仮想VGAコンソー
ルでのインストールプロセスを監視できます。

次の手順に従ってコントローラをブートします。

1. VMの電源をオンにします。VMの電源投入後 5秒以内にステップ 2からステップ 4で説
明したコンソールを選択し、デバイスのブートアップを表示してコントローラCLIにアク
セスします。

2. （オプション）[AutoConsole]をクリックして自動コンソール検出を使用します。これがデ
フォルトの設定であり、5秒以内に別のオプションが選択されていなかった場合は、自動
コンソール検出を使用してコントローラがブートします。

3. （オプション）[Virtual Console]をクリックし、仮想 VGAコンソールを使用します。仮想
コンソールを選択した場合は、この手順の残りのステップは適用されません。コントロー

ラがブートプロセスを開始します。

4. 次のコマンドのいずれかを使用して、VMに Telnetで通信します。

• telnet://host-ipaddress:portnumber

• telnethost-ipaddress portnumber（UNIX xTerm端末から）

5. ブート後、メインのソフトウェアイメージおよびゴールデンイメージと、強調表示され
たエントリを 3秒以内に自動的にブートする手順が表示されます。ゴールデンイメージの
オプションを選択せず、メインのソフトウェアイメージをブートさせます。
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仮想VGAコンソールを通じたコントローラへのアクセス
コントローラソフトウェアイメージをインストールする場合は仮想VGAコンソールを使用し
ます。

CLIを使用したデイゼロ設定
この手順では、コマンドを使用してデイゼロ設定を行った後、デイ 1設定の GUIにアクセス
します。

この例では、GigabitEthernet 1がスイッチ上のトランクインターフェイスに接続されており、
複数の VLANを設定し、ワイヤレス管理インターフェイスのいずれかの専用とします。

ステップ 1 ESXiの VGA/モニタコンソールを使用してコマンドにアクセスします。

ステップ 2 設定ウィザードを終了します。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

no
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

yes

ステップ 3 ホスト名を設定します。

Device(config)#hostname C9800

ステップ 4 コンフィギュレーションモードを開始し、次のコマンドを使用してログインクレデンシャルを追加しま

す。

C9800(config)# username <name> privilege 15 password <yourpwd>

ステップ 5 ワイヤレス管理インターフェイスの VLANを設定します。
C9800(config)# vlan 122
C9800(config-vlan)# name wireless_management

ステップ 6 ワイヤレス管理インターフェイスの SVIを設定します。
C9800(config)# interface vlan 122
C9800(config-if)# ip address 172.20.229.21 255.255.255.192
C9800(config-if)# no shutdown

ステップ 7 インターフェイス Gigabit Ethernet 1をトランクとして設定します。
C9800(config-if)# interface GigabitEthernet1
C9800(config-if)# switchport mode trunk
C9800(config-if)# switchport trunk allowed vlan 122
C9800(config-if)# shut
C9800(config-if)# no shut

ステップ 8 デバイスに到達するデフォルトのルート（またはもっと具体的なルート）を設定します。

C9800(config-if)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.229.1
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ステップ 9 ワイヤレスネットワークを無効にして国コードを設定します。

C9800(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Disabling the 802.11a network may strand mesh APs.
Are you sure you want to continue? (y/n)[y]: y
C9800(config)# ap dot11 24ghz shutdown
Disabling the 802.11b network may strand mesh APs.
Are you sure you want to continue? (y/n)[y]: y

ステップ 10 APの国ドメインを設定します。C9800が動作するには国コードが必要なため、この設定によってGUIが
適用されてデイゼロフローがスキップされます。

C9800(config)# ap country US

最大 20か国を入力できます。（注）

ステップ 11 APの証明書を作成して仮想コントローラに参加します。

a) インターフェイスをワイヤレス管理インターフェイスに指定します。
C9800(config)#wireless management interface vlan 122

b) 次のコマンドを入力して証明書を作成します。

これは、証明書の作成を自動化するスクリプトです。

C9800# wireless config vwlc-ssc key-size 2048 signature-algo sha256 password 0 <pwd>

c) 証明書のインストールを確認します。
C9800# show wireless management trustpoint

証明書/トラストポイントの設定をスキップすると、APは参加できなくなります。ただし、
GUIに移動し、適切な証明書をインポートして設定します。

（注）

次のタスク

ワイヤレス管理インターフェイスを pingできることを確認します。インターフェイスを ping
できる場合は、https://<IP of the device wireless management interface>を使用してログインしま
す。以前に入力したクレデンシャルを使用します。ボックスに国コードが設定されているた

め、GUIは [DAY 0]ページをスキップし、デイ 1設定のメインのダッシュボードにアクセスし
ます。
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