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Cisco DNA Center
活 用 ガ イ ド

C o n t e n t s

・Cisco DNA Center 2.2.2 をベースとしたガイドです
・Cisco DNA Center の初期設定が完了していることを前提としております
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利用準備（設計）
Cisco DNA Centerをお使いいただくための準備デバイスを登録し、
設置する場所（サイト）を設定します。

Cisco DNA Centerにデバイスを登録する作業を行います。
Cisco DNA Center の［ツール］>［ディスカバリ］をクリックします。

ネットワークをスキャンしてDNAセンターに機器を登録します。まずは［ディスカバリの追加］をクリックして
検出名❶を入力し、スキャンするネットワーク❷を指定します。［クレデンシャルの追加］から登録するデバイスの
クレデンシャル情報❸を入力・作成したあと、［検出］をクリックします。1

1

2 3

• �ディスカバリ�
• �サイトの作成
• �サイトの割当

C9800などでワイヤレスサービスを
有効にする場合NETCONFが必須

少なくともCLIクレデンシャル
とSNMPクレデンシャルが必要

ディスカバリ

※  Cisco DNA Center には対応機種・推奨バージョンがございます。安心してご利用頂く為にも事前のご確認をお願い致します   
対応機種・推奨バージョンは「Cisco DNA Center 互換性情報」で検索いただくか、以下URLをご参照ください  
[Cisco DNA Center の管理機器の互換性情報]  
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/dna-center/products-device-support-tables-list.html
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デバイスを設置する場所（サイト）を作成します。
Cisco DNA Center の［設計］>［ネットワーク階層］を
クリックします。

まずはGlobal（全体）の配下にエリアを追加します。左メニューの［Global］の三点アイコンをクリックして
［エリアを追加］を選択し、エリア名❹を入力後、［追加］をクリックします。2

エリアは階層構造で管理できます。エリアの中に「建物」を追加する場合は同様に作成したサイトの三点アイコンを
クリックして［建物を追加］を選択し、建物名など❺を記入後、［追加］をクリックします。3

4

5

サイトの作成



フロア画像の適用も可能

4

建物の中にはフロア作成ができます。作成した建物の三点アイコンをクリックして［フロアを追加］を選択し、
フロア名❻の記入、タイプ❼を選択、Floor Number❽を記入後、［追加］をクリックします。4

6

7

8
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デバイスがどのサイトに設置されているかを指定します。
Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［インベントリ］を
クリックします。

任意のデバイス❾を選択した後、［アクション］メニューから［プロビジョニング］>［デバイスをサイトに割り当てる］を
クリックし、デバイス設置場所❿を選択後［次へ］をクリックします。5

サイトの割当

9

10



表示内容を選択可能

アクションから機器を
サイトにアサイン可能

6

資産管理
登録した機器のインベントリ情報やトポロジ、脆弱性情報・
ライセンス情報を管理できます。

インベントリ情報を確認できます。
Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［インベントリ］を
クリックします。

［インベントリ］画面では、ビル、フロアごとの資産情報を確認できます。1

• �インベントリ管理
• �トポロジ
• �セキュリティアドバイザリ
• �ライセンス管理

Global（全体）、ビルごと、
フロアごとの機器を
表示可能

機器名、IPアドレス、MACアドレス、
配置サイト、シリアル、機種、バージョンなど

インベントリ管理



条件に応じたフィルタが可能

7

条件に応じたフィルタの設定やCSV出力も可能です。2 

トポロジの管理を行います。
Cisco DNA Centerの［ツール］>［トポロジ］をクリックします。

ビルごとのトポロジを表示可能です。トポロジの
自動生成やヘルススコアチェックも可視化します。3

CDP or LLDP を使用して
自動でトポロジを生成

機器のヘルススコアを表示
・緑：健全
・黄：軽微な問題
・赤：重大な問題

Global（全体）、ビルごと
のトポロジを表示可能

インベントリ情報を
CSVで出力可能

トポロジ
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トポロジ画面からコマンド入力もできます。機器のアイコンをクリックして表示された画面の
［More Actions］>［run コマンド］をクリックします。

画面内の［表示］をクリックするとアイコンに表示する情報を設定できます。

4

5
1

2

3

5

4
2

1

3

4

5

機器のアイコンに表示
する内容を設定可能

トポロジから直接
show コマンド が
打てる画面へ
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画面右下の虫眼鏡アイコン❻をクリックして機器を拡大するとポートの詳細を可視化できます。6

シスコが公開するセキュリティアドバイザリ情報の表示や
機器の脆弱性管理を行います。Cisco DNA Center の［ツール］> 

［セキュリティ アドバイザリ］をクリックします。

脆弱性情報や該当する機器の確認が可能です。7

6

リンクに問題のある
ポートが赤色

接続しているポートが緑色

各機器のアップ画像を
SVG/PDF/PNG形式で出力できます

セキュリティアドバイザリ

セキュリティアドバイザリ
の詳細リンク

該当する機器の数
クリックすると該当機器を表示

脆弱性の重大度
・高い：Critical
・低い：Informational

Cisco DNA Center で管理している
機種に該当する脆弱性をスキャン

該当する重要度の割合

フィルタも可能

※Cisco DNA Center のインターネット接続を推奨します



条件に応じた
フィルタが可能

該当するアドバイザリ数
Global（全体）、
サイトごとの
表示が可能

10

画面上部のメニューから［デバイス］を選択するとデバイスごとのセキュリティアドバイザリが表示されます。

画面右上の  アイコンをクリックするとトポロジ表示に切り替えられます。

8

9

セキュリティアドバイザリに該当する
機器は鍵マークが付きます



デバイスごとの購入済み
Cisco DNAライセンス数

デバイスごとのライセンス期間を
グラフ表示し、更新時期を明確化

デバイスごとの使用済み
Cisco DNAライセンス数

製品の種類ごとに表示

11

ライセンスの確認、変更、削除などを行います。
Cisco DNA Center の［ツール］>［ライセンスマネージャ］を
クリックします。

［概要］の画面から、ライセンスの使用状況などの
概要を確認できます。10

ライセンス管理

購入済みのCisco DNA 
ライセンス数
・Advantage：紫
・Essentials：青

使用済みのCisco DNA 
ライセンス数
・Advantage：紫
・Essentials：青

※Cisco DNA Center のインターネット接続が必要です



Essentials/Advantage/Premierの
合計ライセンス数/期限切れ間近/
コンプライアンス違反数

デバイスごとのライセンスの種類

最近のタスクログ 表示内容の編集
スマートアカウント毎の
ライセンス使用状況

12

ライセンスの合計などトータルでみたいときは［すべてのライセンス］画面を参照します。11
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［すべてのライセンス］一覧画面内の［アクション］からライセンスに関する各種設定を行います。12

機器がインターネット越しにCSSMと同期できない場合、SLRやPLRを使用。
・CSSM（Cisco Smart Software Management） 
・SLR（Specific License Reservation）: 特定ライセンス予約 
・PLR（Permanent License Reservation）: パーマネントライセンス管理

Essentials/Advantage
の変更、削除1 スマートライセンスが

有効な機器を登録3 SLR およびPLRを管理4

1
ライセンス管理用のバーチャル
アカウントを変更2

3
4

従来のライセンスを
スマートアカウントに取り込み5



ライセンス関連の通知

14

［Reporting］からはライセンスに関する各種レポート情報を、
［通知］からはライセンス関連の通知を確認できます。13



15



3

2

1
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まずデバイスに設定するテンプレートを作成します。
テンプレートにはデバイスに設定するコンフィグが含まれています。
画面左上の＋ボタンから［テンプレートの作成］をクリックし、
名前の入力・プロジェクト名の選択❶を行います。
テンプレートを適用したいデバイスとソフトウェアを選択❷し、
適用したい設定情報を［追加］後、［アクション］❸から

［保存］、［コミット］を行います。

設定テンプレートの作成やデバイスへの適用を行います。
Cisco DNA Center の［ツール］>［テンプレートエディタ］をクリックします。

1

ネットワーク機器の設定
ネットワーク機器の各種設定、プラグアンドプレイ、
交換対応、OSアップグレードなどの手順を説明します。

• �設定適用
• �設定変更（VLAN）
• �プラグアンドプレイ
• �RMA
• �OSアップグレード
• �設定差分管理

設定適用



デバイスを選択

デバイスの
プロビジョニング
を選択

17

テンプレートをどのサイト/デバイスに適用するかを指定するには
以下の手順で行います。
Cisco DNA Centerの［設計］>［ネットワークプロファイル］を
クリック後、画面右上の［プロファイルの追加］をクリックし、

［N日テンプレート］を選択します。適用するデバイス❹と
テンプレート❺を選択後、［保存］をクリックします。

デバイスとテンプレートが紐付いたので、デバイスを選択して設定を適用(プロビジョニング）します。
Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［インベントリ］をクリックし、

［アクション］>［プロビジョニング］>［デバイスのプロビジョニング］を選択します。

2

3

4
5



VLAN変更

Cisco DNA Center 2.2.3より実装

シャットダウン

18

VLANの変更やI/Fのシャットダウンは、GUI画面から可能です。
テンプレートを使って設定変更する必要はありません。
Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［インベントリ］を
クリックします。

[Option] 設定を保存
する場合はチェック

設定変更（VLAN）

インベントリ一覧から変更したいデバイス❻を選択後、左のメニューから
［Ethernet Ports］❼を選択し、シャットダウンなどの操作を行います。4

展開をクリックすると
設定が適用される

6 7

※PCなどの端末が接続されているインターフェースのみ操作可能です



サイトを指定

工場出荷状態で起動したデバイス

プラグアンドプレイする
デバイスに設定するサーバや
タイムゾーンを入力

保存

手動でデバイス追加も可能

サーバを追加

19

工場出荷状態の機器が、起動時にCisco DNA Centerに
コンタクトし、Cisco DNA Centerからコンフィグ（設定情報)や
OSイメージを入手し、起動する機能です。

プラグアンドプレイ

Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［プラグアンドプレイ］
から操作を行いますが、その前にまずは［設計］>［ネットワーク設定］
から、プラグアンドプレイする際にデバイスに設定するサーバ、
タイムゾーンなどを入力します。

次にCisco DNA Center の［プロビジョニング］>［プラグアンドプレイ］をクリックして進んだ画面から、
プラグアンドプレイするデバイス❽を選択して［アクション］メニュー内の［請求］をクリックします。

5

6

8



次へを数回クリックし、
請求をクリックすると
プラグアンドプレイ開始

[Option] イメージやコンフィグを
適用する場合はこちらをクリック

[Option] イメージを適用する場合

[Option] 設定を適用する場合

20

デバイスを設置する場所(サイト)❾を指定して［次へ］をクリックします。

プラグアンドプレイする際に、OSイメージを変更したり、
オプションで設定（コンフィグ）を適用したりすることもできます。

7

8

9



適用したいテンプレートを選択

適用したいコンフィグを
テンプレートにする

プロファイルを追加

[Option] コンフィグを適用する場合
事前設定が必要

21

オプションでOSイメージを適用する場合は以下の事前設定が必要になります。

オプションの設定を適用する場合は以下の手順で行います。

9

10

[Option] コンフィグを適用する
場合事前設定が必要

ゴールデンイメージは
サイトごとに設定可能

テンプレートを適用するデバイスと
ソフトウェアタイプを選択

テンプレート名
を入力

オンボーディング
テンプレートを選択

適用したいイメージをクリックし、
ゴールデンイメージを指定
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RMAしたいデバイス❿を選択し、
［アクション］>［デバイスの交換］>［交換のためにマーク］を
選択して最後に［マーク］をクリックします。

故障したデバイスを選択するには以下の手順で行います。［インベントリ］>［交換するようにマーク済み］を
選択します。次の画面で［デバイスの交換］をクリックしてRMAしたいデバイス⓫を選択します。

11

12

故障した機器を新しい機器に交換する機能です。
Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［インベントリ］を
クリックします。

RMA

10

11



12

13
PnP待ちのデバイス

登録済みのデバイス

エリアごとに使用する
イメージを選択

23

「デバイスの交換」の画面で［Start］を選択後、交換したいデバイス⓬を選択します。
交換スケジュール⓭を設定し、［Submit］または［Schedule］を押すとRMAが開始されます。13

はじめにサイトごとに使用するイメージを指定します。
Cisco DNA Center の［設計］>［イメージリポジトリ］から行います。
指定したイメージをゴールデンイメージと言います。14

デバイスのOSをアップグレードする機能です。
Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［インベントリ］から
行います。

OSアップグレード

※ 故障した機器のステータスが Unreachable である必要があります
※ 同一型番のみ交換可能です



ソフトウェアイメージを選択

14

24

OSをアップグレードしたいデバイスを選択しメニューから［ソフトウェアイメージ］を選択します。

OSをアップグレードしたいデバイス⓮を選択し、［アクション］から
［ソフトウェアイメージ］>［イメージの更新］を選択します。

15

16

ゴールデンイメージ以外の
OSイメージを使用しているデバイスは、
｢更新が必要｣と表示される
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・今すぐ ： 今すぐイメージの配信を 
したい場合

・後で ： 後でイメージの配信を 
したい場合

後でイメージの
アクティベートする場合

25

次にOSイメージを配信するタイミングを設定します。変更するイメージを確認⓯したのち、［次へ］をクリックします。
次の画面で、今すぐに配信または時間を指定して配信かをチェックしたあと［次へ］をクリックします。

次に配信したOSイメージをアクティベートするタイミングを設定します。
イメージ配信後すぐにアクティベートする場合は左図の画面を、
後でイメージをアクティベートする場合は中央の画面を参照し、［次へ］をクリックします。
サマリーを確認し、右図の［Submit］をクリックするとOSアップグレードが開始されます。

17

18

[Option] デバイスに十分な容量が
あるかを検証したい場合にチェック

イメージ配信後、すぐにイメージ
をアクティベートしたい場合

イメージのアクティベートが
不要な場合はこちらを選択

[Option] 事前チェックが不要
な場合はチェックを外す

タスクの進捗状況を確認する場合は
こちらをクリック
(アクティビティ>タスクでも確認可)



Config Drift

選択したコンフィグを比較

26

任意のデバイスを選択後、［Config Drift］から確認できます。19

デバイスに設定されているコンフィグ情報の差分を確認できます。
Cisco DNA Center の［プロビジョニング］>［インベントリ］を
クリックします。

設定差分管理



27



ネットワーク全体の機器稼働状態 有線・無線クライアントの機器稼働状態

上位10の問題を表示

28

日々のパフォーマンス管理
ネットワークの健全性や不正が発生していないかなどを確認できます。

健全性を確認できるダッシュボードを表示します。
Cisco DNA Center の［アシュアランス］から［ヘルス］を
クリックします。

メニューの［全体的な健全性］をクリックするとネットワーク全体の状態を確認できます。1

• ��ダッシュボードと機器の�  
詳細情報（360）

• �不正APや攻撃の管理
• �フロアマップの確認

ダッシュボードと機器の詳細情報（360）

表示内容を
選択可能



 表示したい機種（タイプ）を選んで
全体的な健全性を「不十分」でフィルタ

画面をスクロールダウンして
「ネットワークデバイス」の一覧を表示

29

• ��ダッシュボードと機器の�  
詳細情報（360）

• �不正APや攻撃の管理
• �フロアマップの確認

メニューの［ネットワークの健全性］からパフォーマンスに問題のあるネットワークデバイスを確認できます。
以下ではデバイスの一覧から健全性が不十分なものをフィルタしています。

上記画面にて個別のデバイス名をクリックすると「デバイス360」が開き、
ネットワークデバイスの詳細を確認できます。

2

3

 デバイスを選択すると
詳細情報（デバイス360）が開きます

パフォーマンスに問題のある
機器だけがリストされます

10-7
6-4
3-1

: 良好
: 問題発生の可能性あり
: 問題発生中　

カーソルを合わせると健全性が
低下した理由が表示されます

表示内容を選択可能

健全性の履歴を表示
パフォーマンス低下が一過性か
継続的か判断できます

Cisco DNA Centerで確認された問題
 問題をクリックすると詳細、原因、対応策が表示されます
※ 健全性が低下していても問題が表示されない場合もあります



■スイッチの表示例

■APの表示例

CPUやメモリ利用率など
機器の詳細情報を確認
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以下は、デバイス360からスイッチとAPの状態を表示した例です。4

隣接機器の健全性を確認
パフォーマンス低下が当該機器だけの 
問題なのかを確認できます

隣接機器の健全性を確認
パフォーマンス低下が当該機器だけの 
問題なのかを確認できます

機器の詳細情報を確認
APの場合は「RF」タグから無線通信に
関するパフォーマンスを確認できます



 画面をスクロールダウンして
「クライアントデバイス」の一覧を表示

 表示したいタイプを選んで
全体的な健全性を「良くない」でフィルタ

カーソルを合わせると健全性が
低下した理由が表示されます
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メニューの［クライアントの健全性］からパフォーマンスに問題のあるクライアントデバイスを確認できます。
以下ではクライアントデバイスの一覧からパフォーマンスが不十分なものをフィルタしています。

上記画面にて個別のデバイス名をクリックすると「クライアント360」が開き、
クライアントデバイスの詳細を確認できます。

5

6

パフォーマンスに問題のある
機器だけがリストされます

 デバイスを選択すると
詳細情報（クライアント360）
が開きます

10-7
6-4
3-1

: 良好
: 問題発生の可能性あり
: 問題発生中　

健全性の履歴を表示
パフォーマンス低下が一過性か
継続的か判断できます

Cisco DNA Centerで確認された問題
 問題をクリックすると詳細、原因、対応策が表示されます

表示内容を選択可能



10-7
6-4
3-1

: 良好
: 問題発生の可能性あり
: 問題発生中　

 画面をスクロールダウンして
「クライアントデバイス」の一覧を表示
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パフォーマンスに問題のあるクライアントの詳細を確認します。7

メニューの［アプリケーションヘルス］からパフォーマンスに問題のあるアプリケーションを確認できます。
以下ではアプリケーション一覧からパフォーマンスが不十分なものをフィルタしています。8

 デバイスを選択すると
詳細情報（デバイス360）が
開きます

Cisco DNA Centerによって識別されたアプリケーション
と健全性（パフォーマンスの点数）が表示されます

遅延などパフォーマンスに影響する
パラメータを確認できます

クライアントの上位機器の 
パフォーマンスを確認
パフォーマンス低下がクライアント固有の
問題なのかどうかを切り分けできます

APとの接続に関するイベントを表示
接続処理に失敗した箇所は赤色で表示

「PCAP」はパケットキャプチャ取得済み！
接続処理に失敗した時点のパケットキャプチャが  
取得されています。画面右上の「インテリジェント 
キャプチャ」からデータをダウンロードできます

※ Cisco DNA Center でテレメトリの有効化が必要です
（設計>ネットワーク設定>テレメトリ> [NetFlowコレクタサーバとしてCisco DNA Centerを使用する] にチェック）
※ Cisco DNA Center 管理対象の Catalyst 9800コントローラかルータで AVC を有効にする必要があります



ここをクリックすると当該機器の
パフォーマンスに関する情報が得られます
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以下の画面にて個別のアプリケーション名をクリックすると「アプリケーション360」が開き、
アプリケーションの詳細を確認できます。9

アプリケーションパフォーマンス低下の原因となった機器のパフォーマンスを確認します。10

健全性の履歴を表示
パフォーマンス低下が一過性か
継続的か判断できます

カーソルを合わせると健全性が
低下した理由が表示されます

表示内容を選択可能

Cisco DNA Centerで確認された問題
 問題をクリックすると詳細、原因、対応策が表示されます

情報の出力元であるネットワーク機器
健全性の低い機器がパフォーマンス低下の原因です



特に危険脅威の時間別発生件数特に危険脅威の発生件数

34

［概要］の画面からは危険度の高い脅威の発生件数を
確認できます。

画面左にある［フィルタ］から、脅威レベルでフィルタできます。
まずは「高」でフィルタして対応が必要なものを確認するとよいでしょう。

11

12

対応が必要な危険性の高い脅威の有無を確認できます。
Cisco DNA Center の［アシュアランス］>

［不正アクセスポイントの管理］をクリックします。

不正APや攻撃の管理

・高：危険性が高く対応が必要なもの
・潜在的：危険性はないが電波干渉になっているもの
・情報：自社管理対象外のAPで特に影響のないもの

脅威の種類別にフィルタできます

表示内容を選択可能

表示内容を選択可能



脅威を検出したAP名、場所、日時

脅威のパケットを自動
取得しています
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一覧表示されたデバイスをクリックすると脅威の詳細を確認できます。13

確認したい脅威の
MACアドレスをクリック

脅威の内容
種類、メーカー、検知回数

脅威の場所を表示
位置管理用の製品が無い場合、  
最も近いAPのアイコン上に表示されます
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フロアマップの形式でデバイスを可視化できる機能です。
Cisco DNA Center の［設計］>［ネットワーク階層］を
クリックします。

フロアマップの確認

フロアごとに電波のカバー状況や無線LAN機器の健全性を確認できます。
画面左のメニューから表示したいフロアを選択します。画面上部の［オプションの表示］から
マップに表示したいデバイスの種類とラベルの表示を選択します。

14

「オプションの表示」で
マップに表示する
無線LANデバイスの種類
とラベルの表示を選択

階層から表示したい
エリア、ビル、フロアの
順に選択
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アクセスポイントとクライアントの
「ラベルの表示」を「ヘルススコアの平均」
に設定すると各機器のパフォーマンスを
フロアマップに表示できます

アクセスポイントやクライアントの
ラベルは変更できます

電波の強さやカバー状況、機器のパフォーマンスを可視化できます。

フロア全体（無線LANを利用する場所）が
黄緑から緑になっていれば十分な強さの
電波でカバーされています

15

※  クライアント端末を表示するには Cisco DNA Spaces か CMX との連携が必要です



3時間、24時間、7日の表示間隔を設定可能。
カレンダーで1ヶ月前まで遡れ、1ヶ月前の 
7日間といった表示が可能
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トラブルシューティング
問題の検知や対処を行います。

健全性を確認できるダッシュボードを表示します。
Cisco DNA Center の［アシュアランス］>［問題］をクリックします。

メニューの［オープン］から未解決の問題を確認できます。1

• �未解決の問題
• �AI主導の問題検知
• �AI�ネットワーク分析
• �機械推論
• �インテリジェントキャプチャ
• �イベント通知機能

未解決の問題

Global(全体）、
サイトごとで表示を切り替え

青のバーで発生時刻に絞り込んで
問題を表示することも可能



問題の重要度によって
優先順位を表示

問題の種類、クリック
すると詳細を表示

同じ問題はカウント数が増える
のみで他の問題で埋もれない

どのサイト、どの機器で
発生しているか表示

時系列で発生時間を表示。
時間や色の濃さで傾向を把握

優先順位ごとにまとめて表示も可能

いつ問題が発生したか
色で分かる

一次切り分けに使える対応案を提示

実行ボタンを押すだけで、該当機器で
必要な確認コマンドを入力
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• �未解決の問題
• �AI主導の問題検知
• �AI�ネットワーク分析
• �機械推論
• �インテリジェントキャプチャ
• �イベント通知機能

以下は、発生時刻を過去7日間に絞り込んだ画面です。

以下は、個別の問題の詳細画面です。

2

3



影響を受けているサイト数
やクライアント数が分かる

数週間学習したベースライン（緑の帯）から
逸脱したデータを検知

無線のスループットが97%
下がったことを検知

AI 主導の問題に絞り込み

40

Cisco DNA CenterではAIによって問題を検知※できます。
同じく「アシュアランス」のダッシュボード内の［AI主導］をクリックして確認します。

問題の種類をクリックするとその詳細を確認できます。

4

5

AI主導の問題検知

AI で検知した問題については
[AI] マークが表示されます

※ベースラインの学習には下記が推奨（データが少ないと表示されません）

[環境]
・50AP以上、数百クライアント

[学習期間]
・AI Issue: 2週間以上
・Network Insight: 4週間以上
・Network Heatmap: 24時間以上

※  Cisco DNA Center でAI を有効にする必要があります
（システム>設定>External Services>Cisco AI Analytics>[AI Network Analytics の有効化] にチェック）
チェック後「クラウドデータストレージ」でどちらか好きな方を選択します



影響を受けている
クライアント数とリスト

デバイスの種類ごとに
問題発生傾向を確認

アプリの種類ごとに
問題の発生傾向を確認

薄い赤色の部分が問題発生時
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影響を受けているクライアントデバイスを確認できます。6



右に行くほど/多角形の大きさが大きく
なるほどクライアント数は増加

42

左メニューの［推奨アクション］をクリックして対処方法を確認します。7

AIによってネットワークの状態を分析する機能です。
Cisco DNA Center の［アシュアランス］>

［ネットワークインサイト］をクリックします。

キャパシティ（無線クライアント数、チャネル変更数）、
カバレッジ（干渉、平均クライアント SNR、平均クライアント RSSI、トラフィック、使用率）、
総無線スループットなどを分析できます。8

AI ネットワーク分析

■分析できる内容
・ [キャパシティ（Capacity）]：  

無線クライアント数、チャネル変更数 
・ [カバレッジ（Coverage）]：  

干渉、平均クライアント SNR、平均クライアント RSSI、 
トラフィック、使用率

・ [スループット（Throughput）]：  
総無線スループット

根本原因の分析結果として、スループット
低下とクライアントのRSSIの関連性を表示

４週間にわたり、建物ごとのデータの
推移を分析し、増減の大きいものを提示

対応案としての推奨アクション
をいくつか提示



管理者が手間をかけて
調べていた傾向を可視化

曜日によって
傾向があるか

これらのKPIを
表示可能

どのAPにクライアントが
多いか傾向が分かる

これらのKPIを
表示可能

曜日によっても
比較可能

AI分析を使用している顧客の中でネットワークサイズが同様の
お客様と比較し、自身のネットワーク環境に役立てることができます。
・自身のネットワーク：青
・比較対象の同様サイズのお客様：紫
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KPI別の分析も可能です。

AI分析を使用している顧客の中でネットワークサイズが同様のお客様と比較し、
自身のネットワーク環境を分析できます。

9

10

CH変更回数の多いAP

※ KPI（Key Performance Indicator）: 目標を達成するために継続的に
計測される指標



丸を1つクリックすると、グラフが時系列で表示される
青：ビル
赤：AI主導で問題を検知
丸の大きさ：クライアント数

平均RSSIの低/中/高のAPの
割合を2つのビルで比較

ビル、APモデル、クライアントの機種を
2つ比較して傾向を見ることで、
導入環境改善に役立てることが可能これらのKPIを

比較可能

これらのKPIを
比較可能

AI主導で問題と検知された
部分は薄い赤色

APモデルを2つ比較
することも可能
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オンボーディング時間、オンボーディングの失敗、DHCP時間、認証時間、関連付け失敗などの観点から
ネットワークを分析できます。12

自身の環境のビル/APモデル/クライアントの機種2つを比較して傾向を見ることもできます。11



オンボーディング時間の
長い端末がいる階層、
デバイスタイプの傾向を
グラフ化

平均オンボーディング
時間と問題のあった時間帯

（薄い赤）
クライアント数との関連性
も見やすく配置

失敗したオンボーディング
数が多いAP順に表示

最も影響を受ける
デバイスタイプ

複数のSSIDで分析結果を表示可能。
これにより、特定のSSIDでの問題なのか
全体の問題なのか把握できる

最も影響を受ける
フロア

複数のSSIDでの結果を比較しやすいように
並べて表示。この時間では、1つのSSIDでのみ
発生していることが分かる

45

複数のSSIDで分析結果を表示できます。13



Cisco DNA Centerが検知
した問題の根本原因を分析

その他の機械推論ツール

機械推論を実行

46

「アシュアランス」のダッシュボードから対象の問題を選択した上で、
［根本原因の分析］［その他の機械推論ツール］を選択します。14

Cisco DNA Center が発見した問題の根本原因を分析する
機能です。通常エンジニアが行うトラブルシューティングを
Cisco DNA Centerが代行することでネットワークスキルが
ない方でも問題の根本原因を調査することができます。

［ツール］>［ネットワーク推論機能］をクリックします。

機械推論
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より高度なパケットキャプチャ機能です。
Cisco DNA Center の［アシュアランス］>［ヘルス］を
クリックします。

上部メニューの［アクセスポイント］を選択し、各アクセスポイントで情報を収集するように設定します。15

インテリジェントキャプチャ

各APで統計情報を
収集するように設定します

各APで異常パケットキャプチャを
取得するように設定します



インテリジェントキャプチャを行うユーザID、
ホスト名またはMACアドレスを入力。
16ユーザまで同時に取得可能

あとで実行にするとカレンダーから
取得時間を設定できる。
8時間取得後の時間から
またスケジュールを予約しておき、
長くキャプチャすることもできる

キャプチャ取得
時間を設定

48

上部メニューの［クライアントスケジュールキャプチャ］からキャプチャ取得時間などを設定します。16



異常パケットの
イベントは赤で表示

オンボーディングの
パケットを可視化

パケットの異常とRSSI、
遅延の関連性を一度に
見られる 接続APの切り替わりが分かる

Wireshark で見れる
形式で出力可能

AP4800/9130のみ
データパケットキャプチャが可能

遅延、切断
パケットは赤色

無線のパケットキャプチャが
必要な場合はこちらをクリック

画面の右上にある虫眼鏡
アイコンから、クライアント
のユーザIDを使って検索

三角の上下によって
送信方向を表示

イベントの横の赤丸は異常パケットを
示し、PCAPはパケットを自動取得した
ことを表しています

49

画面右上の虫眼鏡アイコンからクライアントの詳細を表示して、
そこからインテリジェントキャプチャの設定ができます。

インテリジェントキャプチャの詳細画面です。

17

18



Cisco DNA Center から 
Email で情報を通知

Cisco DNA Center から 
Webhook で情報を通知

50

Cisco DNA Centerで検知した情報を他のシステムに
連携することができます。
Cisco DNA Center の［システム］>［設定］をクリックします。

Webhookによる情報通知の設定。

Emailによる情報通知の設定。

19

20

イベント通知機能

注意）
電子メールは、SMTPプロトコルを使用してCisco DNA Centerから
送信されます。 Cisco DNA Centerは、電子メールイベント通知の
クリアテキストSMTPのみをサポートします。 
SSL / TLSサポートを必要とする電子メールサーバを使用している場合、
電子メールイベント通知を受信することはできません。



Cisco DNA Center から 
Syslogで情報を通知

Cisco DNA Center から 
SNMP Trap で情報を通知

Cisco DNA Center から 
ServiceNow 社の ITSM で情報を通知

51

Syslogによる情報通知の設定。

SNMP Trapによる情報通知の設定。

ServiceNow社の「IT Service Management」への通知の設定。

21

22
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