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利点
• エッジからクラウドまで、 
ポリシーベースの自動ネット
ワーク プロビジョニング 

• 有線、ワイヤレス、および  
WAN を単一エンティティとして
管理してネットワーク全体の 
可視化を実現 

• 変更を自動化して運用コストを
削減

新しい時代のネットワーク The Network. Intuitive.
ネットワークに直感を。
ポリシーの維持は難しくなり、設定は複雑になってきています。ユーザ数やエンドポイントの数が
増えると、ネットワークのセグメント化は困難になります。今後必要となるのは、より速く、より直感
的な方法で管理できるネットワークです。それこそが、シスコのビジョンである「The Network.
Intuitive.」です。

もし IT 部門 が企画に集中できるとしたらどうしますか。セキュリティを損なうことなく、ユーザや
端末を問わないあらゆるアプリケーションへのネットワーク アクセスを提供しますか。シスコは、
業界初となる、ネットワーク エッジからクラウドへのポリシーベースの自動化を提供します。 
それが、Cisco® SD-Access（Software-Defined Access）です。これは業界初となるエッジ
からクラウドへのポリシー ベースの自動化であり、シスコのデジタル ネットワーク アーキテクチャ
（Cisco DNA™）の原則に基づいて構築されます。SD-Access では、エンドツーエンドのセグメン
テーションにより、ネットワークを直接再設定せずに、ユーザ、端末、アプリケーションのトラフィッ
クを分離できます。組織はユーザまたは端末を問わずネットワークのどのアプリケーションにも
適切なポリシーを適用することができます。これはすべての単一のネットワーク ファブリックの
仮想ネットワークで実行されるため、セキュリティを損なわずに、どの場所からでも一貫したユーザ 
エクスペリエンスが可能になり、LAN、WAN およびクラウドで共通のユーザ ポリシーを利用でき
ます。

Cisco SD-Access 
 （Software-Defined Access）
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図 1. SD-Access
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シスコの優位点 
SD-Access アクセスはなぜ必要なのでしょうか。
現在、ネットワークを管理してビジネス成果を促進し
ていく上で多くの課題があります。このような制限は
マニュアル構築や断片化されたツール製品が原因
で生じます。SD-Access は以下を提供します。
• IP アドレスや VLAN ベースの管理からの開放
• 有線/ワイヤレス ネットワークのプロビジョニングと
ポリシーの一貫した管理

• ネットワークセグメンテーション（仮想ネットワーク
作成）の自動化

• 仮想ネットワーク内でのアクセス コントロール 
• コマンドライン設定や複雑な ACL から GUI よる
簡単な設定
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表 1. IT の目標（IT の主要な優先順位のいくつかを要約）。

IT の優先課題 ネットワーク インフラストラクチャに関する要件 

運用の効果： 
• ネットワーク自動化 
• ネットワーク アシュアランス 
• 「クラウド ファースト」との調整 

• 一貫性のある、標準規格準拠の API 
• ポリシーによる自動化（インストールとプロビジョニング） 
• ネットワークの仮想化とセグメンテーション 
• 復元力、拡張性、高可用性 
• クラウド接続のセキュリティを保護 

従業員のエクスペリエンスの向上： 
• コラボレーション
• BYOD（個人所有デバイス持ち 
込み）とモビリティ 

• インテリジェント トラフィック エンジニアリング（アプリケーション 
ベース） 

• Application Visibility and Control、Quality of Service（QoS） 
• ネットワーク アクセス コントロールとモバイル デバイス管理
（MDM） 

• ネットワークの仮想化とセグメンテーション

セキュリティとコンプライアンス • 脅威の可視性と認証付きネットワーク アクセス 
• ロールベースの内部ネットワークのセグメント化 
• ダイナミックなサービス挿入

ソリューション：SD-Access
シスコは、変革を促進する重要なテクノロジーを
開発して、企業の IT 部門が直面している主要な
課題の解決に常に取り組んでいます。

SD-Access の基本的な利点を理解するには、 
このソリューションの基本的な面と機能面の 
両方に目を向けることが重要です。
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これらの課題は、ネットワークの導入と運用に深く根ざしています。

ネットワーク導入 
• 単一のネットワーク スイッチの設定または導入は、
スケジュール要件およびさまざまなインフラストラ
クチャ グループへの対応ニーズにより、数時間か
かる場合があります。場合によっては、スイッチの
バッチの導入に数週間がかかることもあります。

• セキュリティは最新ネットワークを管理するための 
重要な構成要素です。組織はリソースを適切に 
保護し、リアルタイムのニーズに応じて効率的に 
変更を加える必要があります。VLAN、アクセス  
コントロール リスト（ACL）および IP アドレスを 

トラッキングして最適なポリシーやセキュリティ 
コンプライアンスを確保するのは容易ではありま
せん。

• 異種ネットワークは多くの組織に共通しています。 
これは、システムがそれぞれ異なる部門で管理され
ているからです。メインの IT ネットワークは、ビルの
管理システム、セキュリティ システムおよび他の 
生産システムとは別に運用されます。これにより、
ネットワーク ハードウェアの調達の重複や、管理 
作業の不一致が生じます。
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ネットワーク運用 
• 限られた変更管理：ネットワークの実行における 
標準的な運用作業の 1 つは、ソフトウェアや構成を
定期的にアップグレードすることです。通常のネット
ワークでこのような変更が必要な場合、完全なロジス
ティクスは、タスクが 6 ヶ月以上かかることを意味し
ます。

• 生産性：どのビジネスでも、高品質のコミュニケー
ション エクスペリエンスを提供して従業員の生産
性を最適化する取り組みを行っています。しかし、 
この取り組みを現在のモデルで実行するのは困難
で、時間がかかる作業でした。経験から、QoS を 
変更するためには計画と実装に数ヶ月かかる場合

がありますが、実装がない場合、ビジネス クリティ
カルなアプリケーションでパフォーマンスの問題が
生じる可能性があることが判明しています。

• 問題の解決が遅い：現在のネットワーク管理のパラ
ダイムではネットワークのサイズが非常に大きく 
複雑である場合、障害が発生するたびに、問題の 
特定と解決に多大な労力と時間が必要になります。
また、大量のデータが収集されますが、正しく関連
付けられないため、ネットワークやユーザの行動の
多様なコンテキストを把握できません。
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基本となる概念 
Cisco SD-Access は、運用効率の向上、従業員の 
エクスペリエンスの拡大、セキュリティとコンプライ
アンスの強化により IT 変革を実現します。この次世代
ソリューションの構築には、次のような主要な基本 
要素が必要でした。

• コントローラベースのオーケストレータ 
• ネットワーク ファブリック 
• プログラム可能なスイッチ

コントローラベースのネットワーク：従来型のネット
ワークでは端末単位の管理が中心となるため、時間が
かかり、作業が複雑化します。このアプローチでは人的
ミスが起こりやすくなります。SD-Access では、最新の
コントローラ アーキテクチャを使用してビジネスの
目的をネットワーク要素のオーケストレーションと運
用に取り込みます。これには、端末のゼロデイ構成や、
ネットワーク接続時にユーザ、端末、エンドポイントに
関連付けられるポリシーが含まれます。コントローラ
はネットワーク抽象化レイヤを提供して、さまざまな
ネットワーク要素の仕様を調整します。さらに、Cisco 
DNA コントローラは、ノースバウンド 
Representational State Transfer（REST）ベースの 
API を公開して、ネットワークでの有効なサービスの
サードパーティによる、または社内の開発を促進し
ます。

ネットワーク ファブリック：コントローラ要素を設定し
ている場合、ファブリックと呼ばれる論理的なブロック
でのネットワークの構築を検討するのが賢明です。
SD-Access では、ファブリックは、1 つまたは複数の
場所で単一のエンティティとして管理される端末の
論理グループです。ファブリックを使用すると、仮想
ネットワークおよびユーザや端末グループの作成、
SD-WAN の統合や高度なレポート作成などいくつか
の機能を使用できます。その他の機能には、アプリ

ケーション認識、トラフィック分析、トラフィックの優先
順位付け、最適なパフォーマンスと運用効率のための
ステアリングのインテリジェント サービスがあります。

最新の端末ソフトウェア スタック：最新のインフラスト
ラクチャを構築するために、シスコは完全なライフサ
イクル管理を有効にする高度な機能を備え、オープン
で、標準ベースの拡張性の高い既存のスイッチと将
来のスイッチを提供しています。これらの主要なテク
ノロジーには、（1）ゼロタッチ プロビジョニング、プラ
グアンドプレイ、ブート前実行環境などよく知られて
いる機能を搭載する自動端末プロビジョニング、（2）
NETCONF や YANG モデルを使用するオープン API 
インターフェイス、（3）NetFlow や YANG 運用モデル
などのテレメトリ機能を使用するきめ細かい可視性、
および（4）ライブ ソフトウェア パッチによるソフト
ウェアのシームレスなアップグレードがあります。

機能 
ネットワークの設計と導入：ネットワーク構築の最初の
ステップは、端末を設置して、ビジネスをサポートする
基本的なインフラストラクチャを構築することです。
Cisco DNA Center の設計センターを使用して、ネッ
トワーク アーキテクトや管理者はネットワークを設計
し、関連端末の設定コマンドを生成できます。これは、
顧客の導入ニーズや規模に合わせて完全にテスト、
認定された Cisco Validated Design を利用して実現
されます。

ネットワークのセグメント化：多くの中小企業または 
大企業は、複数のネットワークを 1 つの管理プレーン
に統合すると同時に、ネットワークを基幹業務または
機能ブロックにセグメント化できるようにしたいと考
えています。

シスコの 
アドバンスド サービス
Cisco SD-Access サービスにより、デジタル対応
ネットワークの導入を高速化する 

シスコ サービスは、有線/無線環境において合理
化された運用モデルを低コストで実現するための
専門的なガイダンスを提供しています。実績、ベスト 
プラクティスおよび革新的なツールが揃っている
シスコ サービスは、SD-Access ソリューションを
簡単に管理、拡張、保護できるようお客様をサポー
トします。アドバイザリ、実装、最適化、テクニカル 
サービスなど、サービスの包括的なライフサイクル
の中からサービスを選択して、セキュリティで保護
され、自動化されたユニファイド ネットワークに 
簡単かつ信頼できる方法で移行できます。 
詳細はこちら

• ビジネス ニーズに合わせた SD-Access アーキ
テクチャ戦略とロードマップを開発 

• 高性能、セキュリティ、信頼性を備えた移行 
• 最適化による優れた運用効率の実現 
• 信頼性の維持と SD-Access ソリューションの 

ROI の向上 
• プロアクティブなモニタリングと管理による 
中断の削減 

• IT スタッフ向けに知識とトレーニングを提供
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ソリューションのコンポー
ネント 
SD-Access は、業界トップクラスのソフトウェア
およびハードウェア コンポーネントに基づいて 
構築されています。

コア コンポーネントは次のとおりです。
• Cisco DNA Center 
• Identity Services Engine（ISE） 
• ネットワーク デバイス：表 2 を参照 
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フレキシブル認証オプション：端末やユーザは、さまざ
まな認証スキームを使用した社内ネットワークへの
安全な接続が必要です。SD-Access は、802.1X、
Active Directory および静的認証スキームなどの 
オプションで柔軟性を提供します。

グループベースのポリシー：従来型のネットワークで
ポリシーを有効にすると複雑になる場合があるため、
IP アドレスまたは VLAN メンバーシップに関係なく、
ユーザまたは端末をグループに収集できることが 
重要です。これらを設定した後に、Cisco DNA Center 
ポリシー画面でこれらのグループの連携方法を記述
するポリシーを作成できます。SD-Access は、業界
トップクラスの実績ある Cisco TrustSec® テクノロ
ジーを使用してこの機能を企業全体に提供します。

ネットワーク アシュアランス：ネットワーク停止時間と
ユーザ接続の問題は、ビジネスの収益や生産性に大
きく影響します。企業は問題を予測し、プロアクティブ
な措置を講じるだけでなく、問題の発生時に常に迅
速に解決できる能力を求めています。Cisco DNA 
Center のアシュアランス機能は、syslog や NetFlow 
など、ネットワークの多くのソースからデータを収集 
して、ユーザとネットワーク アクティビティの文脈に 
応じた詳細情報を提供します。

表 2. ネットワーク ロールを含むサポートされている端末プラットフォームのマトリックス

アクセス 境界

固
定

Cisco Catalyst® 9300 シリーズ 
Cisco Catalyst 3850 シリーズ 
Catalyst 3650 シリーズ 
802.11 Wave 2 アクセス ポイント： 
Cisco Aironet® 1800、2800、3800 シリーズ 
Cisco 5520 および 8540 ワイヤレス コント
ローラ 

Cisco Catalyst 9500 シリーズ 
Cisco Catalyst 3850 シリーズ 10G モデル 
Cisco Catalyst 4500-X シリーズ 
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 

モ
ジ
ュ
ラ
型

Cisco Catalyst 9400 シリーズ（Sup1）
Cisco Catalyst 4500E シリーズ 
（Sup8E、Sup9E）

Cisco Catalyst 9400 シリーズ（Sup1-XL）
Cisco Catalyst 6807-XL（Sup6T、Sup2T）
Cisco Catalyst 6500 シリーズ
Cisco Catalyst 6880-X
Cisco Catalyst 6840-X
Cisco Nexus® 7700（Sup 2E、M3 ライン カードのみ）



ソリューション概要
Cisco Public

SD-Access 使用例 
業界トップクラスの機能をベースに構築された 
SD-Access は、主要ビジネスに特化した使用
例を提供しており、それによって総所有コストを 
削減しつつ、デジタル企業の成功を真に実現でき
るようになりました（表 3）。

表 3. SD-Access 使用例 

使用例 詳細 利点

セキュリティおよび
セグメンテーション

• 802.1X、Active Directory、静的認証を
使用してユーザをオンボード 

• Cisco TrustSec（セキュリティ グループ 
タグ）を使用してユーザをグループ化 

• Virtual Routing and Forwarding（VRF）
設定の自動化（基幹業務、部門など） 

• ネットワークのセグメント化と 
ユーザ グループをプロビジョニング
する時間の短縮 

• ネットワーク セキュリティ ポリシーを
施行する基盤を提供 

ユーザ モビリティ • 有線/無線ユーザの定義を一元管理 
• 有線/無線間でシームレスなローミング 

• 有線/無線のネットワークと 
ユーザを単一インターフェイス
（Cisco DNA Center）で管理 

• ネットワーク スイッチへの 
ワイヤレス データ パスのオフロード
（コントローラの負荷を低減） 

ゲスト アクセス • ゲスト ユーザ用に特定のグループを定義
• ゲスト ユーザのリソース アクセス（イン
ターネット アクセスなど）用にポリシーを
作成

• シンプルなポリシー プロビジョ
ニング 

• ポリシーのプロビジョニングに 
かかる時間の節約 

IoT 統合 • IoT デバイスのセグメント化とグループ化 
• IoT グループのアクセスと管理のための
ポリシー定義 

• フレキシブル認証のオプションがある 
端末のプロファイル化 

• IoT デバイス導入の簡素化 
• 端末のセグメンテーションによる
ネットワーク攻撃対象領域の縮小 

モニタリングと 
トラブル 
シューティング

• ネットワークの行動に関する複数の 
データ ポイント（Syslog、統計など） 

• ユーザおよび端末別に利用可能な 
コンテキスト データ 

• トラブルシューティング時間が 
大幅に短縮 

• 意思決定に利用できる豊富な 
コンテキストと分析 
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使用例 詳細 利点

クラウド統合 • ユーザによるアプリケーション アクセスに
関するポリシー管理 

• シスコ クラウド ソリューションとの 
完全統合 

• 管理者は、ユーザによるアプリケー
ション アクセスに対するポリシーを
単一インターフェイスから定義で 
きる 

• エンタープライズ向けのエンドツー
エンド ポリシー管理 

支店統合 • 地域拠点の異なる複数の支店をカバー
する 1 つのファブリックを作る 

• シスコ ルータをファブリックのボーダー 
ノードとして使用する 

• 支店のプロビジョニングと管理が
簡素化

• 企業全体でのポリシーのプロビ
ジョニングと施行
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SD-Access の利用を開始
するには
• ビジネスと技術の意思決定者向けプレゼン 
テーションを見直す

• SD-Access テクニカル ソリューションの 
ホワイト ペーパーを読む

• 営業担当者に製品デモを依頼する
• クイック TCO 分析を行う 
（http://cisco.com/go/sd-access/tco ）
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