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Cisco DNA 対応 
インフラストラクチャ

今日のテクノロジーでは、常に 
学習するネットワークが必要 
です。絶えず適応し、常に保護が
提供されるため、より速く、より
効率的に、より安全に作業でき
ます。コンテキスト情報を活用 
するインテント（目的）主導の
ネットワークが必要です。

新しい時代の 
ネットワークの導入  
ネットワークに直感を。

貴社のネットワークは新しい時代のネットワーク向けに
構築されていますか？
Cisco® Digital Network Architecture（Cisco DNA）の基盤は、世界最先端のネットワー
ク インフラストラクチャです。 

この中では、堅牢なアーキテクチャである DNA を組み合わせることで、革新的な有線、
ワイヤレス、ルータ ソリューションを提供します。これによって、ネットワーク全体のポリ
シーをわずか数回のクリックで作成して適用し、過去に発生した問題を診断できます。 

データ トラフィックは、将来的に急増すると予想されています。スイッチング、ワイヤレ
ス、ルーティングによるシスコのイノベーションは、Cisco DNA を実現する強固な基盤
を提供します。

Cisco DNA を使用することで、新しいサービスやアプリケーションを簡単に展開して、
最高のエクスペリエンスを実現できます。また、ポリシーの遵守はユーザ グループ単位
で自動化できます。 

まったく新しい時代のネットワークをご紹介します。ネットワークに直感を。
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モビリティのための Cisco DNA

柱 モビリティ機能 モビリティの利点

分析と快適な 
エクスペリエンス

ハイパーロケーション 
テクノロジーを搭載した 
Cisco Connected Mobile 
Experiences（CMX）

1 ～ 3 メートルの正確な位置精度により、優れた分析とエン
ゲージメントを実現します。訪問者の行動を分析し、ゲストが
簡単に Wi-Fi にアクセスできるようにします。さらに資産を
すばやく正確にトラックして、より快適なエクスペリエンスを
訪問者に提供します。 

シスコ Wi-Fi およびビーコン 
データ ポイント

シスコは、プログラマビリティとオープン API を備えたソリュー
ション エコシステムを介して、デバイス、およびアプリケー
ションの最も詳細なデータを提供します。これにより、ネット
ワークを最大限に活用できます。

シスコのアクセス ポイントが 
モジュラ アーキテクチャを提供 

Wi-Fi と Internet of Things（IoT）を通じて、新たな使用例に
対する計画を立て、デジタル シーリングをサポートします。 

自動化と保証 Cisco High-Density 
Experience（HDX） 

無線を自動的に管理することで、Wi-Fi パフォーマンスが 
向上します。 

シスコ フレキシブル ラジオ 
アサインメント

サービスレベルの需要に合わせて、Wi-Fi のカバレッジと
キャパシティを提供します。

Cisco DNA Center ポリシーの設計、プロビジョニング、適用を行い、ネットワーク 
ファブリック全体でユーザとデバイスのアイデンティティ、 
オペレーティング システム、アプリケーションを完全に可視
化し、ネットワーク サービスを維持する単一の管理ペインを
提供します。

Apple FastLane iOS デバイスでバッテリ電力を節約しながらインテリジェン
トに通信し、最適なアクセス ポイントに迅速かつ効率的に
高速トラック接続できます。

ワイヤレス 
Cisco Aironet® アクセス ポイントは、フ
レキシブル ラジオ アサインメントという
高度な機能を備えており、クライアントが
急増したときにアクセス ポイント側で自
動的にネットワークを調整できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/virtual-ble-beacon.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
http://www.cisco.com/jp/go/wireless/
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モビリティのための Cisco DNA

柱 モビリティ機能 モビリティの利点

Quality of Service（QoS）を
備えた Cisco Application 
Policy Infrastructure Controller 
Enterprise Module（APIC-EM）
プラグ アンド プレイ 

エンドツーエンド インフラストラクチャのプロビジョニングを
自動化するコントローラを備えたソフトウェア定義型ネット
ワーク テクノロジーを導入することで、アプリケーションと
サービスを迅速に導入できます。 

Cisco Jabber® および 
Lync SDN API 

従業員がどこからでもインスタント メッセージ、音声、ビデオ、
ボイス メッセージング、デスクトップ共有、および会議にアク
セスできるようにします。 

セキュリティと 
コンプライアンス

シスコの Identity Services 
Engine（ISE）2.2 

不正な接続を防止することでアクセスを保護し、インシデント
の影響を抑制します。コンプライアンスを適用し、インフラス
トラクチャのセキュリティを向上させ、サービス業務を合理化
する次世代の ID/アクセス コントロール ポリシーのプラット
フォームを導入します。

シスコの革新的な専用
アクセス ポイント

不正なデバイス、攻撃、干渉からワイヤレスを保護し、IP アプ
リケーション向けの重要なサービス セットを提供します。 
これらのサービスには、ネットワーク トラフィック アカウン
ティング、使用量ベースのネットワーク課金、ネットワーク 
計画、セキュリティ、DoS モニタリング、およびネットワーク 
モニタリングなどがあります。また、クライアント エクスペリ
エンスを維持します。

Cisco TrustSec® ネットワーク アクセスのプロビジョニングを簡素化し、セキュ
リティ オペレーションを迅速化して、ネットワーク上のあら 
ゆる場所で一貫したポリシーを適用できます。

Cisco Stealthwatch® と  
Cisco Umbrella™ で、 
エンドツーエンドの組み込みの
セキュリティを実現

きめ細かいポリシーでネットワークを論理的にセグメント
化することで、資産を保護します。ネットワークとデータセン
ターで発生している事象をすべて表示することで、高度な
ネットワーク可視性、分析、保護を実現します。 

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco DNA 対応ワイヤレス製品：

• Cisco Aironet 3800 シリーズ
• Cisco Aironet 2800 シリーズ
• Cisco Aironet 1800 シリーズ
• Cisco 8540 ワイヤレス コントローラ
• Cisco 5520 ワイヤレス コントローラ
• Cisco Meraki® MR

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/aironet-2800-series-access-points/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/aironet-1850-series-access-points/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/8540-wireless-controller/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/5520-wireless-controller/index.html
https://meraki.cisco.com/products/wireless
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スイッチングのための Cisco DNA

柱 スイッチング機能 スイッチングの利点

分析と快適な 
エクスペリエンス

マルチギガビット 
アップリンクのサポート 

NBASE-T Cat 5e および Cat 6（速度 2.5 Gbps および 
5 Gbps）により、有線およびワイヤレス/802.11ac のマルチ
ギガビット アクセス増大に対応します。 

SmartOperations リアルタイム分析を使用し、パス選択によってアプリケーション 
エクスペリエンスとコスト削減を実現します。

有線/ワイヤレス向けの
一般的な機能

有線およびワイヤレス アクセスを統合することで、運用の 
簡素化と拡張が可能になります。 

統合されたワイヤレス LAN 
コントローラ

有線とワイヤレスを 
統合するための UADP ASIC

有線/ワイヤレス全体で 
アプリケーションを可視化

自動化と保証 Cisco ONE™ ソフトウェア 
スイート 

モデル ベース テレメトリを導入します。 

DNA Center/SD-Access の
プログラマビリティ 

ポリシーの設計、プロビジョニング、適用を行い、ネットワーク 
ファブリック全体でユーザとデバイスのアイデンティティ、オペ
レーティング システム、アプリケーションを完全に可視化し、
ネットワーク サービスを維持する単一の管理ペインを提供し
ます。

EasyQoS Cisco onePK および OpenFlow アプリケーション適応型の
ダイナミック QoS を使用します。

Cisco APIC-EM プロビジョニングとポリシー適用を自動化して、迅速な SD-
WAN 導入を可能にします。

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

スイッチング
シスコのスイッチング製品は、有線と
ワイヤレスを統合するための Unified 
Access Data Plane アプリケーション専
用集積回路（UADP ASIC）という機能を
備えています。この機能で有線およびワ
イヤレス アクセスを統合することで、運
用の簡素化と拡張が可能になります。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/index.html
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スイッチングのための Cisco DNA

柱 スイッチング機能 スイッチングの利点

セキュリティと 
コンプライアンス

ネイティブ Flexible NetFlow 業界トップクラスの高度な脅威防御を導入できます。 

有線/ワイヤレス向けの Cisco 
TrustSec およびセキュリティ 
グループ タグ（SGT） 

時間や場所を問わず、あらゆるユーザ/デバイスからのアクセ
スをロール ベースでオーケストレーションできます。 

Cisco Network as a Sensor ネットワークを使用してすべてのセグメントで脅威をより
迅速に検出し、阻止します。安全な WAN のためにハイ パ
フォーマンスな暗号化を提供します。

ネイティブ MACsec 暗号化 安全な WAN のためにハイ パフォーマンスな暗号化を導入
できます。 

Cisco DNA 対応スイッチング製品：

• Cisco Catalyst® 9000 ファミリ
 - Cisco Catalyst 9300 シリーズ 
スイッチ
 - Cisco Catalyst 9400 シリーズ 
スイッチ
 - Cisco Catalyst 9500 シリーズ 
スイッチ

• Cisco Catalyst 3650 および 
3850 シリーズ

• Cisco Catalyst 4500E シリーズ  
+ Supervisor 8E

• Cisco Catalyst 6500 シリーズ  
+ Supervisor 6T

• Cisco Catalyst 6800 シリーズ
• Cisco Nexus® 7700+M3 カード
• Cisco Meraki MS

http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-9300-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-9300-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-9400-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-9400-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-9500-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-9500-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-3650-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-3850-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-4500-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-6500-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/catalyst-6800-series-switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/data_sheet_c78-728187.html?cachemode=refresh
https://meraki.cisco.com/products/switches
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ルーティングのための Cisco DNA

柱 ルーティング機能 ルーティングの利点

分析と快適な 
エクスペリエンス

Cisco Application Visibility 
and Control（AVC） 

キャパシティ プランニングと優先順位付けのために 
1000 以上のアプリケーションを可視化します。 

インテリジェントなパス 
選択（Cisco Performance 
Routing [PfR] v3） 

リアルタイム分析を使用し、パス選択によってアプリケーション 
エクスペリエンスとコスト削減を実現します。 

WAN の最適化（Cisco Wide 
Area Application Services 
[WAAS] および Akamai） 

レイヤ 4 ～ 7 最適化とインテリジェント キャッシングにより、
アプリケーション パフォーマンスと WAN オフロードが改善 
されます。

自動化と保証 成長に応じて拡張可能な 
パフォーマンスとサービス 

現時点で必要な機能だけを購入し、後でいつでもアップ
グレードできます。機器全体をアップグレードする必要は
ありません。 

Cisco DNA Center ポリシーの設計、プロビジョニング、適用を行い、ネットワーク 
ファブリック全体でユーザとデバイスのアイデンティティ、オペ
レーティング システム、アプリケーションを完全に可視化し、
ネットワーク サービスを維持する単一の管理ペインを提供し
ます。

Cisco IWAN アプリと 
APIC-EM

プロビジョニングを自動化して、より迅速な SD-WAN 導入を
可能にします。

ルーティング
シスコ DNA 対応ルーティング製品は、
2 つの独自機能を組み合わせることで、
ブランチ オフィスの導入に要する時間
を短縮します。Cisco Intelligent WAN
（IWAN）アプリを APIC-EM とともに使
用すると、IT 部門は最小のプログラミン
グとカスタマイズで複数のブランチ オ
フィスのプロビジョニングを自動化し、イ
ンテリジェントなパス選択とアプリケー
ション制御を実現できます。これらの機
能により、ネットワーク運用が簡素化およ
び合理化され、コストの削減と時間の節
約につながります。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/index.html
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ルーティングのための Cisco DNA

柱 ルーティング機能 ルーティングの利点

セキュリティと 
コンプライアンス

Cisco Firepower® Threat 
Defense for ISR

業界トップクラスの高度な脅威防御を導入できます。

Cisco Umbrella Branch
（OpenDNS） 

リアルタイムの脅威インテリジェンスを使用して、マルウェア、
ボットネット、フィッシング、および標的を絞ったオンライン 
攻撃からネットワークを保護します。 

Cisco Stealthwatch 
Learning Network License 

パケット キャプチャと機械学習を使用して、ブランチ ネット
ワークの可視性とデバイス レベルのインシデント対応を実現
します（2900 および 3900 シリーズ ISR では Cisco UCS® 
E シリーズ ブレードが必要）。 

マルチコア ハードウェア 
VPN アクセラレーション 

セキュアな WAN のためにハイ パフォーマンスな暗号化を 
導入できます。 

Cisco DNA 対応ルータ製品：

• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型
ルータ

• Cisco ASR 1000 シリーズ 
アグリゲーション サービス ルータ

• シスコ クラウド サービス ルータ 
1000v および Cisco サービス統合型
仮想ルータ

• Cisco Meraki MX
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サービス
シスコ サービスで新しいネットワークを導入すること
で、より大きな価値を得られます。計画から優れたサ
ポートへの移行まで、移行を促進するエンドツーエン
ドのガイダンスと専門知識を提供します。

まとめ
世界は進化することを止めません。お客様とともに
進化するネットワークが必要です。デジタル対応ネッ
トワークを強力な Cisco DNA 対応インフラストラク
チャに構築する必要があります。

ネットワークに直感を。

最新のネットワークを維持するためにシスコが支援
できる方法は次のとおりです。

• シスコ デジタル ネットワーク アーキテクチャ
• Cisco ルータ
• シスコ スイッチ
• シスコ ワイヤレス 
• 3D DNA 対応製品カタログを確認する [英語]

http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/cloud-services-router-1000v-series/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/cloud-services-router-1000v-series/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/integrated-services-virtual-router/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/integrated-services-virtual-router/index.html
https://meraki.cisco.com/ja/content
http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
http://www.cisco.com/jp/go/dna
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/index.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/3d-dna-product-catalog.html

