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はじめに

このドキュメントでは、Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラの新しい設定モデルについて説明し、その導入に
関する一般的なガイドラインを示します。このドキュメントの目的は以下のとおりです。

•設定モデルの概要を示す。

•主要な使用例と導入環境を明確に示す。

•ベストプラクティス、モニタリング、および移行に関する詳細を示す。

機能の概要

ベストプラクティス主導型の設定モデルの概要

Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラの設定データモデルは、再利用可能性、簡略化されたプロビジョニング、
柔軟性とモジュール化の向上を基盤とし、拡張に応じたネットワークの管理を支援し、動的に変化し続けるビジネスと

ITの要件の管理を簡略にします。

このモデルは、タグ内に含まれているプロファイルから設定を派生させるクライアント/APデバイスのモデルを提供し
ます。APは静的に、またはコントローラ上で実行し、AP Joinプロセス時に有効になるルールエンジンの一部として
タグにマッピングできます。設定オブジェクトはオブジェクトとしてモジュール化されるため、設定の再利用に役立ち

ます。さらに、フラットタグベースの設定モデルでは、継承やコンテナベースのグループ化に関連する複雑さを排除

します。これにより、より簡単かつ柔軟に設定を行うことができ、変更管理が容易になります。

設定モデルの要素：タグとプロファイル

プロファイル

プロファイルは、APまたは登録クライアントのプロパティを定義します。プロファイルは、タグ全体で使用できる再
利用可能なエンティティです。デフォルトでは、デフォルトのポリシープロファイル、AP Joinプロファイル、Flexプ
ロファイル、および 2.4/5GHz RFプロファイルがブート時にワイヤレスコントローラで使用可能になっています。

定義するネットワークの特性によって、さまざまな種類のプロファイルがあります。前のセクションで定義したよう

に、これらのプロファイルはタグと呼ばれる大型の構造の一部となります。
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WLANプロファイル

WLANプロファイルは、プロファイル名、ステータス、WLAN ID、L2および L3のセキュリティパラメータ、この
SSIDに関連付けられたAAAサーバ、特定のWLANに固有のその他のパラメータなど、WLANのプロパティを定義し
ます。

ポリシープロファイル

ポリシープロファイル

ポリシープロファイルは、APポリシーも構成する QoSを除き、クライアントのネットワークポリシーとスイッチン
グポリシーを定義します。ポリシープロファイルはタグ全体にわたって再利用可能なエンティティです。AP/コント
ローラに適用されたクライアントのポリシーであるものはすべて、ポリシーのプロファイルに移動されます。たとえ

ば、VLAN、ACL、QOS、セッションタイムアウト、アイドルタイムアウト、AVCプロファイル、Bonjourプロファ
イル、ローカルプロファイリング、デバイス分類などです。スイッチングプロファイルはWLANの中央スイッチング
またはローカルスイッチングの属性を定義します。

WLANプロファイルとポリシープロファイルは両方ともポリシータグに含まれ、一連のWLANの特性とポリシーを
定義します。

AP Joinプロファイル

CAPWAP IPV4/IPV6、UDP Lite、高可用性、再送信設定パラメータ、グローバル APフェールオーバー、ハイパーロ
ケーション設定パラメータ、Telnet/SSH、11uパラメータなどは AP Joinプロファイルに含まれます。AP Joinプロファ
イルを変更する場合は、これらのパラメータはその APの特性を保持するため、小型のサブセットで CAPWAP接続を
リセットする必要があります。

Flexプロファイル

Flexプロファイルには、リモートサイト固有のパラメータが含まれています。たとえば、マスターおよびスレーブの
APリスト、APが認証サーバとして機能する場合に使用できる EAPプロファイル、ローカル RADIUSサーバ情報、
VLAN-ACLのマッピングなどです。
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AP Joinプロファイルと Flexプロファイルは両方ともサイトタグに含まれ、ローカルサイトまたはリモートサイトの
特性を定義します。

サイトタグに Flexプロファイルが含まれている場合、このサイトタグが付けられた APは FlexConnectモード
に変換されます。APがローカルから FlexConnectモードに移行する際はリブートは不要ですが、CAPWAPはリ
セットされます。

（注）

RFプロファイル

デフォルトでは、2つのデフォルト RFプロファイル（802.11 a用に 1つ、802.11 b用に 1つ）が存在します。RFプロ
ファイルは、データレート、MCS設定、電力割り当て、DCAパラメータ、CHDM変数、HDX機能など、RF固有の
設定を構成します。1つの RFタグには、802.11a RFプロファイル 1つと、802.11b RFプロファイル 1つを追加できま
す。
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タグ

タグのプロパティは、そのタグに関連付けられているポリシーによって定義されます。このプロパティは、関連付けら

れたクライアント/APによって継承されます。さまざまなタイプのタグがあり、それぞれが異なるプロファイルに関連
付けられています。共通のプロパティを持つプロファイルを複数のタイプのタグに含めることはできません。これに

よって、設定エンティティ間の優先度が大幅に排除されます。システムのブートアップ時に作成されたデフォルトが

すべてのタグに備わっています。

タグには次の 3つのタイプがあります。
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ポリシータグ

ポリシータグは、WLANプロファイルからポリシープロファイルへのマッピングを構成します。

16未満のWLAN IDが設定されたWLANプロファイルを持つデフォルトのポリシータグはデフォルトのポリシープロ
ファイルにマッピングされます。

サイトタグ

サイトタグは flexプロファイルとAP Joinプロファイルという 2つのプロファイルから構成されます。サイトタグは、
中央とリモート（FlexConnect）サイトの両方のサイトプロパティを定義します。中央とリモートサイトで共通のサイ
トの属性はAP Joinプロファイルに含まれています。Flex/リモートサイトに固有の属性は flexプロファイルに含まれて
います。

デフォルトのサイトタグは、デフォルトの AP Joinプロファイルから構成されます。デフォルトの AP Joinプロファイ
ル値は現在のグローバル APパラメータの値と同じで、その他に「preferred mode」、802.11uパラメータ、ロケーショ
ンのような現在の設定内の APグループからのパラメータが加わります。

RFタグ

RFタグは 2.4GHzおよび 5GHzの RFプロファイルから構成されます。

デフォルトの RFタグはデフォルトの 2.4GHz RFプロファイルとデフォルトの 5GHz RF

プロファイルから構成されます。デフォルトの 2.4GHzおよび 5GHzの RFプロファイルには、それぞれの radioのグ
ローバル RFプロファイルのデフォルト値が含まれています。

APへのタグの関連付け
アクセスポイントは、ブロードキャストドメイン、所属しているサイト、および必要な RF特性に基づいてタグ付け
されます。タグ付けされると、APはブロードキャストされるWLANと、それぞれの SSIDのプロパティ、ローカル/リ
モートサイトのAPのプロパティ、およびネットワークの RFプロパティのリストを取得します。デフォルトでは、明
示的に変更した場合を除き、APはデフォルトのポリシー、サイト、およびRFタグでタグ付けされます。APに関連付
けられたタグが変更されると、APは CAPWAP接続をリセットします。
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Web UIを使用したデイゼロエクスプレスセットアップ
Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラは、初めて、簡略化された箱から出したらすぐに使えるインストール/設定
インターフェイスをすべてのシリーズのワイヤレスコントローラに提供します。このセクションでは、小規模、中規

模、および大規模のネットワークワイヤレス環境で動作するようにワイヤレスコントローラを簡単にセットアップす

る一連の手順を示します。このような環境では、アクセスポイントをシンプルなソリューションとしてまとめること

により、社員ワイヤレスアクセスやゲストワイヤレスアクセスなどのさまざまなサービスをネットワーク上で提供で

きます。

エクスプレスセットアップは、箱から出して初めて実行したとき、またはコントローラ設定を工場出荷時の初

期状態にリセットしたときにしか使用できません。

（注）

ワイヤレスコントローラの設定

ワイヤレスコントローラを設定する一般的な手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 設定チェックリストに記入します。

ステップ 2 開梱し、接続して、ワイヤレスコントローラに電源を入れます。

ステップ 3 イーサネットケーブルを使用してワイヤレスコントローラのサービスポートにクライアントマシンを接
続します。

ステップ 4 クライアントのWebブラウザを開き、ワイヤレスコントローラのスタートアップGUIにアクセスします。
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ステップ 5 記入した設定チェックリストから設定を入力します。

ステップ 6 クライアントマシンからワイヤレスコントローラを切断し、ネットワークスイッチに接続します。

ステップ 7 ネットワークスイッチにアクセスポイントを接続します。アクセスポイントがワイヤレスコントローラ
に参加し、設定されたワイヤレスネットワークが使用可能になります。

ステップ 8 使用可能なネットワークにワイヤレスクライアントを接続します。

設定チェックリスト

次のチェックリストは、GUIウィザードを使用してワイヤレスコントローラを設定する際にインストールプロセスを
簡単にするのに役立ちます。リストの情報のほとんどは必須ですが、オプションの情報もいくつかあります。次を記入

する時間を取ってください。

•ネットワークスイッチの要件（スイッチの設定例については前述のリファレンスを参照）：

•割り当てられているワイヤレスコントローラのスイッチポート番号

•ワイヤレスコントローラに割り当てられているスイッチポート

•スイッチポートはトランクとして設定されているか

•管理 VLANが存在するか。管理 VLAN ID

•ゲスト VLANが存在するか。ゲスト VLAN ID

•ワイヤレスコントローラの設定：

•新しい管理者アカウント名

•管理者アカウントパスワード

•ワイヤレスコントローラのシステム名

•現在のタイムゾーン

•使用可能な NTPサーバが存在するか。NTPサーバの IPアドレス

•ワイヤレスコントローラの管理インターフェイス：

• IPアドレス

•サブネットマスク

•デフォルトゲートウェイ

•管理 VLAN ID

•コーポレートワイヤレスネットワーク

•コーポレートワイヤレス名/SSID
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• RADIUSサーバが必要か。

•選択するセキュリティ認証オプション：

• WPA/WPA2 Personal

•コーポレートパスフレーズ（PSK）。

• WPA/WPA2エンタープライズ

• RADIUSサーバの IPアドレスと共有秘密

• DHCPサーバが認識されているか。DHCPサーバの IPアドレス。

•ゲストワイヤレスネットワークのオプション

•ゲストワイヤレス名/SSID

•ゲスト用のパスワードが必要か。

•ゲストパスフレーズ（PSK）

•ゲスト VLAN ID（IDを使用）

•ゲストネットワーキング：

• IPアドレス

•サブネットマスク

•デフォルトゲートウェイ

•詳細オプション：クライアント密度の RFパラメータを Low、Medium、または Highとして設定する。

プライベートおよびパブリッククラウドブートストラップ（デイ

ゼロ前）

プライベートクラウド/VM
ESXiで vCenterを使用して VMを作成する場合、VMブートストラップパラメータを入力するためのガイド付きワー
クフローがあります。

ユーザは、ログインクレデンシャル、ホスト名および管理インターフェイス IP、ならびにリモート管理サブネットを
指定できます。

VMがブートすると、ユーザはデイゼロGUIまたは SSHを使用してそのVMに直接接続できます。他の設定は必要あ
りません。

KVMでは、ユーザは手動で configテキストファイルを isoイメージに追加する必要があります。（注）
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パブリッククラウド

AWSクラウドでは、ユーザは指定された CloudFormationテンプレートを使用し、ブートストラップ情報をすべて入力
するためのガイド付きフローに従います。

ユーザは、ログインクレデンシャル、ホスト名および管理インターフェイスサブネットを指定できます。

VMがブートすると、ユーザはデイゼロGUIまたは SSH経由でそのVMに直接接続できます。他の設定は必要ありま
せん。

デイゼロでの C9800-40-K9および C9800-80-K9の接続

手順

ステップ 1 PCラップトップの有線イーサネットポートをワイヤレスコントローラの前面パネルのポートまたはサー
ビスポート IP（DHCPまたはスタティック）に直接接続します（次の図を参照）。ポートLEDが点滅し、
両方のマシンが正しく接続されていることを示します。サービスポート経由で接続するには、コンソール

を接続し、アップリンクとサービスポートをスイッチポートに接続した後、リモートからログインしてデ
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バイス管理インターフェイスでホスト名、ユーザクレデンシャル、IP、およびルートを設定します。これ
が終了したら、静的に割り当てられた IPを httpsブラウザセッションで指定することでサービスポートで
のデイゼロセットアップにアクセスできます。

ワイヤレスコントローラが完全に起動して、PCから GUIが使用可能になるまでに数分かかるこ
とがあります。コントローラは自動設定しないでください。

（注）

前面パネルの LEDは次のシステムステータスを示します。

•システムの準備が整っていない：LEDは消灯

•コントローラの準備が整っている：LEDがグリーンに点灯

ステップ 2 前面パネルのポートに接続している場合は、ラップトップで DHCPオプションを設定します。これによっ
て、IPアドレス（192.168.1.X）がラップトップに割り当てられます。または、ワイヤレスコントローラ
GUIにアクセスするためにスタティック IPアドレス 192.168.1.Xをラップトップに割り当てることができ
ます。どちらのオプションもサポートされています。

次の図に、コントローラを初期設定するためにMacラップトップが DHCPサービスポートから IPアドレ
スを取得する例を示します。
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次の図に、Windows PCでのネットワーク設定の例（[Start] > [Run] > [CMD] > [ipconfig]）を示します。

デイゼロセットアップのワークフローへのアクセス

手順

ステップ 1 コンピュータに IPアドレス 192.168.1.xが割り当てられていることを確認した後、Webブラウザ（可能で
あればChromeまたは Safari）を開き、URL: http://192.168.1.1を開きます。ブラウザに次の画面が表示され
ます。

以前に準備したチェックリストを手元に用意します。このリストは以降のステップを進める上で

非常に役に立ちます。

（注）
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adminアカウントを作成するには、次の手順を実行します。

•新しい adminアカウント名（例：admin）を作成します。

•新しい adminアカウントのパスワード（例：Cisco123）を入力します。

•パスワードを確認します。

• [Start]をクリックして続行します。

ステップ 2 コントローラにログインし、チェックリストを確認しながら [General Settings]画面で次の項目を入力しま
す。

•ワイヤレスコントローラのシステム名

•国番号

•現在のタイムゾーン

• NTPサーバ（オプション）

• AAAサーバ

•ワイヤレス管理設定

•ポート

•管理 VLAN ID。変更しない（または 0の）場合は、ネットワークスイッチポートをネイティブ
の VLAN X0を使用して設定する必要があります。

• IPv4

•管理 IPアドレス

•サブネットマスク

•デフォルトゲートウェイ

• DHCPサーバ

• IPv6

• IPv6アドレス

ウィザードが JavaScriptを使用してコンピュータからクロック情報（日付と時刻）のインポート
を試行します。続行する前に、この確認を行うことを強く推奨します。アクセスポイントは、ク

ロック設定が正しくなければワイヤレスコントローラに参加できません。

（注）
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図 1 :設定例

デイゼロの 3つのモード：スタンドアロン、アクティブ、スタンバイ（アクティブとスタンバイには、
ローカル IP、リモート IP、およびサブネットマスク設定を使用してHASSOをセットアップするオプショ
ンがあります）。
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ステップ 3 [Wireless Networks Settings]画面の [Employee]領域で、チェックリストを確認しながら次の項目を入力しま
す。

•ネットワーク名/SSID

•セキュリティ（例：WPA/WPA2 Personal）

• WPA/WPA2 Personal：パスフレーズを入力します（PSK/例：Cisco123とし、パスフレーズを確定）
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ステップ 4 （オプション）[Wireless Networks Settings]画面の [Guest]領域で、チェックリストを確認しながら次の項目
を入力します。

•ネットワーク名/SSID（例：guest）

•セキュリティ（例：Web Consent）

図 2 : Webでの同意で設定されたゲストネットワークの例

ステップ 5 [Advanced Setting]画面の [RF Parameter Optimization]領域で、次の手順を実行します。

クライアント密度を、Low、Typical、または Highから選択します。

RFトラフィックタイプの RFパラメータ（データや音声など）を設定します。

次に示すように、VMとクラウドのインスタンスではAPトラストポイント証明書がデフォルトで生成され
ます。
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次の CLIは、[Client Density]に [Low]、[Typical]、または [High]を選択した場合のデフォルト値を示してい
ます。

Typical-Client-Density-802.11a
ap dot11 5ghz rrm txpower min -10
ap dot11 5ghz rrm txpower max 30
ap dot11 5ghz rrm tpc-threshold -70
ap dot11 5ghz rx-sop threshold auto
ap dot11 5ghz rrm coverage data rssi-threshold -80
ap dot11 5ghz rrm coverage voice rssi-threshold -80
ap dot11 5ghz rrm coverage level global 3
ap dot11 5ghz cleanair
no ap dot11 5ghz rrm channel cleanair-event
ap dot11 5ghz rate RATE_12M mandatory
ap dot11 5ghz rate RATE_9M supported
ap dot11 5ghz rate RATE_6M disable
no ap dot11 5ghz rrm channel cleanair-event
wireless client band-select client-rssi -80

High-Client-Density-802.11a
ap dot11 5ghz rrm txpower min 7
ap dot11 5ghz rrm txpower max 30
ap dot11 5ghz rrm tpc-threshold -65
ap dot11 5ghz rx-sop threshold -78
ap dot11 5ghz rrm coverage data rssi-threshold -80
ap dot11 5ghz rrm coverage voice rssi-threshold -80
ap dot11 5ghz rrm coverage level global 3
ap dot11 5ghz cleanair
no ap dot11 5ghz rrm channel cleanair-event
ap dot11 5ghz rate RATE_12M mandatory
ap dot11 5ghz rate RATE_9M supported
ap dot11 5ghz rate RATE_6M disable
no ap dot11 5ghz rrm channel cleanair-event
wireless client band-select client-rssi -80
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Low-Client-Density-802.11a
ap dot11 5ghz rrm txpower min -10
ap dot11 5ghz rrm txpower max 30
ap dot11 5ghz rrm tpc-threshold -60
ap dot11 5ghz rx-sop threshold -80
ap dot11 5ghz rrm coverage data rssi-threshold -90
ap dot11 5ghz rrm coverage voice rssi-threshold -90
ap dot11 5ghz rrm coverage level global 2
ap dot11 5ghz cleanair
no ap dot11 5ghz rrm channel cleanair-event
no wireless client band-select client-rssi

Typical-Client-Density-802.11bg
ap dot11 24ghz rrm txpower min -10
ap dot11 24ghz rrm txpower max 30
ap dot11 24ghz rrm tpc-threshold -70
ap dot11 24ghz rx-sop threshold auto
ap dot11 24ghz rrm coverage data rssi-threshold -80
ap dot11 24ghz rrm coverage voice rssi-threshold -80
ap dot11 24ghz rrm coverage level global 3
ap dot11 24ghz cleanair
no ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event
ap dot11 24ghz rate RATE_12M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_9M supported
ap dot11 24ghz rate RATE_18M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_24M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_36M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_48M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_54M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_6M disable
no ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event
wireless client band-select client-rssi -80

High-Client-Density-802.11bg
ap dot11 24ghz rrm txpower min 7
ap dot11 24ghz rrm txpower max 30
ap dot11 24ghz rrm tpc-threshold -70
ap dot11 24ghz rx-sop threshold -82
ap dot11 24ghz rrm coverage data rssi-threshold -80
ap dot11 24ghz rrm coverage voice rssi-threshold -80
ap dot11 24ghz rrm coverage level global 3
ap dot11 24ghz cleanair
no ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event
ap dot11 24ghz rate RATE_12M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_9M supported
ap dot11 24ghz rate RATE_18M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_24M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_36M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_48M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_54M disable
ap dot11 24ghz rate RATE_6M disable
no ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event
wireless client band-select client-rssi -80

Low-Client-Density-802.11bg
ap dot11 24ghz rrm txpower min -10
ap dot11 24ghz rrm txpower max 30
ap dot11 24ghz rrm tpc-threshold -65
ap dot11 24ghz rx-sop threshold -85
ap dot11 24ghz rrm coverage data rssi-threshold -90
ap dot11 24ghz rrm coverage voice rssi-threshold -90
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ap dot11 5ghz rrm coverage level global 2
ap dot11 24ghz cleanair
no ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event
ap dot11 24ghz rate RATE_12M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_9M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_18M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_24M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_36M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_48M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_54M mandatory
ap dot11 24ghz rate RATE_6M mandatory
no ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event
no wireless client band-select client-rssi

ステップ 6 すべての設定が正しい場合は [Finish]をクリックします。
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ステップ 7 「It may take a minute to apply the configuration. You will be logged out and asked to login again. Are you sure you
want to proceed?」というプロンプトメッセージが表示されます。

[OK]をクリックして、最終設定を適用します。ワイヤレスコントローラがログアウトするため、ユーザは
再度ログインして、ワイヤレスコントローラの完全セットアップを続行する必要があります。

ワイヤレスの基本的なワークフロー

ワイヤレスの基本的なセットアップでは、目的ベースのワークフローを使用してローカルサイトとリモートサイトを

定義し、これらのサイトにワイヤレスネットワークを作成して、VLAN、ACL、QoSなどのポリシーを定義し、また、
RF特性も微調整します。対応するポリシーとタグは、新しい設定モデルに従い、エンドユーザには透過的にバックエ
ンドで作成されます。アクセスポイントがサイトに割り当てられ、ポリシー、RF、およびサイトタグが割り当てられ
ます。
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基本的なワイヤレスセッ

トアップにアクセスするには、ダッシュボードページの右上隅にある [Wireless Setup]アイコンをクリックし、次に示
すように [Basic]を選択します。

手順

ステップ 1 新しいサイトの作成と一般的なサイト設定。
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ロケーションは、キャンパス（ローカル）またはブランチ内のWAN（リモート）

の

いずれかにあり、特定のサービス、ポリシー、およびRFを持つサイトとして定義されます。名前、説明、
場所のタイプ (ローカルまたは Flex)とともにクライアントの密度として、Low、Typical、または、Highを
選択します。次のフローでは、LocalSiteという名前でローカルサイトが作成されます。

ステップ 2 サイト内でのワイヤレスネットワークとポリシーの作成。

デイゼロセットアップの一環として作成されたWLANはこのサイトへの追加に使用できます。これらの
WLANはそのまま追加できます。またはローカルサイト内のこのネットワークに必要なポリシーの詳細に
合わせて変更することもできます。または、[Define new]ボタンを使用して新しい SSIDを作成することも
できます。
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リモートサイトの作成

同様に、[Location Type]に [Flex]を選択することでリモートサイトを作成できます。ローカルサイトで使
用可能なフィールドの他に、[Native VLAN ID]や [AAA Servers]などのリモートサイト固有のパラメータ
もこのページで設定できます。グローバルに定義されている AAAサーバを使用したり、[Add New Server]
リンクを使用して新しいサーバを追加することもできます。

[Wireless Networks]タブでは、リモートサイトに追加する SSIDをローカルスイッチング、ローカル認証
SSIDとして設定できます。
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カスタム Flexプロファイルを持つカスタムサイトタグがバックエンドで定義され、このリモートサイト
に関連付けられます。

ステップ 3 サイトへの APのプロビジョニング。

ワイヤレスネットワークと RF特性がセットアップされたら、静的 AP MACアドレス割り当てを使用する
か、またはすでに参加している APを特定のロケーションに割り当てることによって、ローカル/リモート
サイトにアクセスポイントを追加できます。

ポリシータグ、サイトタグ、およびRFタグは、プロビジョニング時にアクセスポイントに自動的にプッ
シュされます。

25



ワイヤレスの高度なワークフロー

ガイド付きのワークフローと使用例

基本的なワイヤレスセットアップにアクセスするには、次に示すように、ダッシュボードページの右上隅にある

[Wireless Setup]アイコンをクリックし、 [Basic]を選択します。
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ガイド付きワークフローは、Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラを使用してネットワークをセットアップする
ために必要な手順を簡単にナビゲートできるようにすることを目的として作成されました。

27



次の一連のステップで、設定の論理的順序を定義します。WLANプロファイル以外のすべてのプロファイルとタグに
はデフォルトのオブジェクトが割り当てられています。

1. プロファイルの作成

•必要なWLANプロファイル（SSID）を作成する。

• RFプロファイルを作成する（デフォルト以外の場合）。

•サイトのプロファイルを作成する (デフォルト以外の場合）。

2. タグの作成

•ポリシータグを作成し（デフォルト以外の場合）、必要に応じて前述のSSIDをポリシープロファイルにマッ
ピングする。

• RFタグを作成し（デフォルト以外の場合）、11aと 11bの RFプロファイルを追加する。

•サイトタグを作成し（デフォルト以外の場合）、Flexプロファイル（リモートサイトの場合）とAP Joinプロ
ファイル（ほとんどの場合はデフォルトになる）を追加する。

3. APへのタグの関連付け

カスタムタグが不要な場合、デフォルトタグがAPに関連付けられているため、このステップは必要ありません。

関連付けられているタグがデフォルト以外の場合は、タグを APに関連付けます。

• AP/APのセットに RFタグを関連付ける。

• AP/APのセットにポリシータグを関連付ける。

• AP/APのセットにサイトタグを関連付ける。

使用例 1：キャンパス全体のグローバル SSID（802.1 x、IOT PSK、
ゲスト）

これは、キャンパス全体にわたって 802.1x、IOT、またはゲスト SSIDを設定し、導入環境上のすべてのアクセスポイ
ント上でブロードキャストされるようにするという要件がエンタープライズにあるシンプルな使用例です。このグロー

バルサイトに含まれているすべてのAPに同じポリシーと RF特性を適用できます。このセクションでは、高度なワイ
ヤレスセットアップワークフローを使用してこれをどのように達成するかについて説明します。
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中央サイト：デフォルト設定で変更は最小限

手順

ステップ 1 SSIDを作成します（1～ 16のWLAN ID）

a) 右上にある [Wireless Setup]ボタンをクリックし、このページの注記を確認した後で [Start Now]をク
リックします。このフローチャートには、CiscoCatalyst 9800ワイヤレスコントローラ設定の一般的な
ワークフロー内の一連のステップが説明されています。
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b) [WLAN Profile]の横にある [+]記号をクリックしてWLANの設定を開始します。

c) [Add]をクリックします。
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d) 選択した 1～ 16のWLAN IDに [Profile Name]を指定し、[Status]を [Enabled]に設定します。

デフォルトで [Adaptive 11r]やその他のベストプラクティスがオンになります。
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e) [Security]タブで PSKとAKMを選択し、PSKキーを指定します。802.1 xもセットアップに使用できま
すが、このベータガイドでは PSK SSIDを設定します。[Save and Apply to Device]をクリックします。

WLANプロファイルが次のように作成されたことを確認します。

32



ステップ 2 デフォルトのポリシープロファイルとデフォルトのポリシータグは事前に設定されているため、特定のポ
リシー設定は必要ありません。
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次に示すように、最初のステップで作成した SSIDがこのデフォルトのポリシータグに自動的に追加され
ます。

ステップ 3 デフォルトの AP Joinプロファイルとサイトタグは事前に設定されているため、特定のサイト設定は必要
ありません。
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ステップ 4 デフォルトの RFプロファイルと RFタグは事前に設定されているため、特定の RF設定は必要ありませ
ん。

35



ステップ 5 デフォルトのタグで APが自動的にタグ付けされるため明示的なタグ付けは必要なく、SSIDがキャンパス
全体にわたって自動的にブロードキャストを開始します。

使用例 2：キャンパス内のローカルサイト
この使用例では、カスタム SSID、ポリシー、および RF特性を使用してキャンパス導入環境にローカルサイトを追加
します。たとえば、エンタープライズキャンパス内の建物にカスタムポリシーを使用してカスタム SSIDをブロード
キャストする要件があり、特定のサイトに固有の RF特性がある場合などです。
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手順

ステップ 1 カスタムサイトタグを作成し、このローカルサイトに属している APにタグを付けます。
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ステップ 2 サイト固有の SSIDとローカルサイトのポリシーを作成します。
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ステップ 3 特定の RFプロファイルとタグをローカルサイトに作成します。
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使用例 3：WAN全体のリモートサイト

手順

ステップ 1 サイト固有の SSIDと RFを使用してリモートサイトを作成します。

リモートサイトは、別のサイトタグを作成し、[Local Site]ボックスをオフにして Flexプロファイルを追
加することによって追加できます。また、既存のサイトも、この簡単なアクションでリモートサイトに変

換できます。
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ステップ 2 リモートサイト内の APは、RemoteSite Tagを使用してタグ付けする必要があり、また、デフォルト以外
の設定が必要な場合は、ポリシータグとRFタグでタグ付けする必要があります。リモートサイトタグで
タグ付けを行うと、APは FlexConnectモードに動的に変換されます。

タグを使用した APのタグ付け：

次に示すように、特定/カスタムポリシー、サイトタグ、および RFタグは APに追加できます。
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次に、ゲスト SSIDのカスタムポリシータグとカスタム RFタグを APに追加する例を示します。

リモートサイトでは、デフォルト/カスタム flexプロファイルを持つサイトを追加する必要があります。
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リモートサイトタグでタグ付けを行うと、APは FlexConnectモードに動的に変換されます。

APの静的タギング

必要に応じて、[Configuration] > [Tags & Profiles] > [Tags]でMACアドレスを指定すると、APを静的にタグ
付けできます。
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CSVファイルのインポートを使用した APの静的なタグ付け

MACアドレスの CSVファイルのインポートを使用した APの静的なタグ付けは、[Wireless Basic] > [AP
Provisioning]ページで実行できます。

APのタグ付けのための正規表現ベースのルール

正規表現ベースのルールは、アクセスポイント名を照合するように設定して、適切なポリシー、サイト、

および RFタグをアクセスポイントに関連付けることができます。
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設定が完了すると、SSIDはブロードキャストを開始し、クライアントを接続できるようになります。

その他の使用例

より複雑な使用例も、このドキュメントの設定モデルの詳細を使用すると実現できます。

1. たとえば、次の要件のある大学導入環境では、次の図に示すプロファイルとタグを使用して導入できます。

2. 学生および教師向けのキャンパス全体の大学 SSID

3. ゲスト SSIDをブロードキャストする寮と食堂

4. VLANを分離するためのカスタムゲストポリシー

5. 食堂、教室、および寮のカスタム RF特性
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次の要件を持つマルチサイトの小売り導入環境は、次の図に示すプロファイルとタグを使用して導入できます。

1. すべてのサイトが同一の共通 SSID「Store」をブロードキャストする

2. すべてのサイトで SSIDごとに同じポリシーにする

3. Store/Flexグループごとのローミングが期待される

4. すべてのサイトに同じサイトパラメータがある

5. 冷凍庫の近くの APには異なる RFポリシーが必要である

6. Site 2と Site 3には追加の「Guest」SSIDが必要である

7. サイトパラメータごとの独立性

8. 共通 SSIDには店舗固有のポリシーが必要である
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Catalyst 9800ワイヤレスコントローラへの AireOSの移行

移行Webツール
移行ツールは設定の遷移を実行できます。Catalyst 9800ワイヤレスコントローラ用の新しい設定モデルに AireOS設定
を変換するように設計されています。移行ツールはオフラインツールとして、または C9800Web UIの組み込みツール
として使用できます。AireOS設定コマンド（TFTPサーバへのファイルとしてエクスポート）と APグループ情報
（「show run-config」コマンドを介して）を入力として使用します。

手順

ステップ 1 TFTPサーバに AireOS設定をエクスポートします。
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ステップ 2 次に示すように、設定をツールにインポートし、[AireOS] > [9800]を選択し、[Run]をクリックします。

ステップ 3 結果の出力として、次の 4つのバケットに設定が表示されます。

1. 変換済みの設定：Catalyst 9800設定に正常に変換された AireOS設定。

2. サポートされていない設定：Cisco Catalyst 9800コントローラで現在サポートされていない AireOS設
定。

3. 利用できない設定：現在の Cisco Catalyst 9800コントローラで廃止されているか、無効になっている
か、または関係のない AireOS設定。

4. マッピングされていない設定：設定ツールの制限のために変換されていない設定。すべてのAireOS設
定の変換に対応するようにツールが強化された後、このカテゴリは廃止される予定です。
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この設定は、詳細な分析のために、[Download CSV]をクリックしてエクスポートすることもできます。セ
クションを展開すると、CLIの詳細なリストが得られます。

ステップ 4 ツールには、CLI出力の形式で変換後の設定と、変換後の設定および対応する AireOS設定（前に「!」記
号）が表示されます。変換後の設定をダウンロードし、共有秘密、パスワード、IPおよびポート情報をダ
ウンロードし、ターゲットの C9800コントローラにアップロードするためのファイルを準備します。
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ステップ 5 ダウンロードしたファイルを C9800コントローラにインポートして設定の移行を完了します。
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AireOS設定トランスレータ
AireOS設定トランスレータツールはコントローラソフトウェアにネイティブに内蔵されており、Cisco Catalystワイヤ
レスコントローラ設定に AireOS設定を移行できます。このツールにアクセスするには、[Configuration]で [Services] >
[AireOS Config Translator]に移動します。

次に示すように、AireOSコントローラから TFTPサーバに設定をエクスポートし、ツールにファイルをアップロード
します。ツールには、CLI出力の形式で変換後の設定と、変換後の設定および対応するAireOS設定（前に「!」記号）
が表示されます。
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これで設定をファイルとしてエクスポートしてパスワードや IPアドレス（変更した場合）、ポートの詳細を再入力す
るなどの変更を加えることができるようになり、また、デバイスの実行中の設定に直接適用することができます。右側

の円グラフには、変換後の設定と未変換の設定の内訳が表示されます。

未変換の設定とは、コントローラで現在は変換されない設定のことであり、今後のリリースで対応する予定です。
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Prime Infrastructure 3.5を使用した移行
既存の AireOSコントローラを新しい Cisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラに移行するには、Prime Infrastructure
3.5を使用できます。これらのデバイス（AireOSコントローラと Catalystワイヤレスコントローラの両方）が検出さ
れ、Primeのネットワークデバイスデータベースに追加されると、特定の送信元 AireOSコントローラを選択し、その
設定をターゲットのコントローラに移行できます。次に、このシンプルなプロセスを示します。

送信元とターゲットのワイヤレスコントローラの選択

左側のメニューから、移行する必要がある送信元AireOSワイヤレスLANコントローラを選択します。右側のメニュー
で、変換後の設定を適用するワイヤレスコントローラを選択します。[FetchConfig]をクリックし、最新の実行コンフィ
ギュレーションを AireOSコントローラから取得します。

設定を取得したら、[Translate]ボタンをクリックして Catalyst 9800設定への AireOSの変換を開始します。
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パスワード、共有秘密、IP、およびポートの変換と確認/更新

[TranslationSummary]には、サポート対象/変換後の設定と未変換の設定のパーセンテージが表示されます。変換後の設
定は、右側のテキストボックスに表示されます。

変換後の設定と更新後の設定の展開

共有秘密とパスワードは暗号化されて保存されているためツールによって変換されません。したがってユーザが再入力

する必要があります。このような設定は簡単に識別できるように強調表示されており、ユーザが手動で編集する必要が

あります。必要な編集を加えたら、[Accept to deploy]チェックボックスをオンにし、[Deploy]をクリックします。
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展開されると、設定がターゲットのワイヤレスコントローラにプッシュされます。
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必要に応じて、Cisco 9800 Catalystワイヤレスコントローラからテンプレートを見つけ、そのテンプレートを再利用し
て他のワイヤレスコントローラに設定を適用することができます。
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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご
確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、

日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合が
ありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、

弊社担当者にご確認ください。
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