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拡張エンタープライズ、ソフトウェアデファ
インド アクセス、およびインテント ベース
のネットワーク
シスコの革新的なソフトウェア デファインドアクセス（SD ア
クセス）ソリューションは、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。ネットワーク ファブリックに
よってユーザおよびデバイスのセキュアなセグメンテーショ
ンを実現し、運用を徹底的にシンプルにしたうえで拡張しま
す。また、完全な可視性を実現し、新しいサービスを迅速に提
供します。構成、プロビジョニング、トラブルシューティングな
どの日常的なタスクを自動化することで、ネットワークの適応
時間を短縮し、問題解決を改善するとともに、セキュリティ侵
害の影響を軽減します。

インテント ベースのネットワークは、組織のビジネス ニーズ
を満たすインテリジェンスとオートメーションを備えたネット
ワークを提供するために SD アクセス ソリューションを使用
します。インテントベースのネットワークでは、ビジネスの目
的に沿ってネットワーク設定を行います。インテント ベース
のネットワークでは、ビジネス目的との整合性を継続的に監
視および調整します。これは、ポリシーベースの自動化、ネット
ワーク分析、および機械学習を含むクローズドループ システ
ムを通して実現します。

インテント ベースのネットワークのビジネス上のメリットは、
スピードと敏捷性です。IT スタッフはビジネス価値の提供と
コンプライアンス リスクの低減に焦点を当てます。ネットワー
ク ベースの自動化の運用が増えると、運用結果がより速く達
成され、問題をより迅速に解決でき、ダウンタイムが削減され
ます。
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ソフトウェアデファインド アクセス、
拡張エンタープライズ
図 1. インテントベースのネットワークでエンタープライズを拡張 

屋外または極端な温度環境に導入される伝統的な企業のエンド デバイスと同様
に、Internet of Things (IoT) のデバイスへの接続および管理、空調空間を超えた
ネットワーク接続の拡張がネットワーク管理者に求められることが多くなっていま
す（図 1）。企業によって管理されたネットワークに接続する新しいタイプのエンド 
デバイスが、他の業界から発表されています。インダストリアル プログラマブルロ
ジック コントローラ (PLC)、発電装置、ロボットは、企業のネットワーク管理者によっ
て管理されている領域に進出しようとしている新しいデバイスのほんの一例です。

より多くのネットワーク接続を提供し、エアコンが完備された場所以外でより多くの
サービスを有効にする傾向が続いています。

SD アクセス ソリューションは、攻勢が激化する屋外、道路、および IoT デバイスを
管理できるように拡張することが可能です。シスコのビジョンは、ポリシー ・ ベース
の自動化とセキュリティの簡素化に焦点を当てるだけでなく、標準以外のデバイス 
(IoT) を管理する企業のさまざまなニーズを取り入れ、企業全体にわたるソリュー
ションを設計することです。SD アクセス ソリューションは、組み込みが容易な、IoT 
デバイスにサービスを提供する SD アクセス ファブリックの拡張に対応するように
設計されています。お客様は、シスコの SD アクセス ソリューションを、ネットワーク
と企業に従来からあるネットワーク デバイスだけでなく、今後登場する新しいデバ
イスの管理にも使用できます。
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図 2. シスコの産業用イーサネット（IE）対応スイッチング製品のポートフォリオ

拡張されたノード
SD アクセス ソリューションでは、ファブリックのエッジ デバイスに接続するシスコのネットワーキング製品を「拡張ノード」と呼
びます。理由はこれらの製品によってソリューションの範囲が拡張されるためです。詳細は別途示します。Cisco の産業用イーサ
ネット (IE) スイッチイング製品は、ワイヤリング クローゼットや SD アクセス ファブリックの外にネットワーク接続を提供する製
品の良い例です。シスコの IE スイッチは拡張されたノードです。

拡張ノードは Cisco DNA Center™ によって管理されており、ポリシーまたは目的を拡張ノードに適用可能な規模のネットワー
ク構成に変えるなど、DNA Center のすべての運用上のメリットを享受できます。この一括管理ソリューションでネットワークの
すべてのニーズをカバーすることにょって、時間とお金を節約できます。

Cisco 産業用イーサネットスイッチイング製品のポートフォリオ
シスコは、企業のネットワーク エンジニアが企業ネットワークを拡張し、業務の効率化を可能にする、ネットワーク デバイスの包
括的なポートフォリオを提供します（図 2）。
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Cisco の産業用イーサネット ポートフォリオは、Cisco IOS® ソフトウェアとシスコのネットワークのすべての品質を兼ね備え
た、堅牢な温度耐性パッケージとして提供されます。スイッチは、エンタープライズ クラスのネットワーク製品よりも厳格な業界
標準とコンプライアンス要件を満たすように設計されています。Cisco IE スイッチは、非常に熱い (+70°C) および非常に冷た
い (-40°C) 環境で、ファンがなく静かで、埃の多い環境でも動作します。Power over Ethernet （PoE） に対応し、DIN レールや 
19 インチ ラック マウント フォーム ファクターを組み込んでいます。IE スイッチは Cisco IOS ソフトウェアを実行し、特に問題も
なくシスコの他のネットワーキング製品と一緒に使用できます。ネットワーク エンジニアは、既存の運用プロセスと手順を使用し
て、スイッチを管理できます。

ソフトウェアデファインド アクセス ソリューションの概要
ソフトウェアデファインド アクセス ソリューションの概要
前述のように、ソフトウェアデファインド アクセスはエンタープライズ ネットワーク業界の最初のインテントベースのネットワー
ク ソリューションです。自動化されたネットワーク管理を提供する、簡略化されたポリシーベース セキュリティ プラットフォーム
です。

ソリューション コンポーネントは、ソフトウェア アプリケーションと物理インフラストラクチャに分かれています。

主要なソフトウェア ソリューションのコンポーネントは、Cisco DNA Center、Cisco Identity Services Engine（ISE）、および
Analytics and Assurance エンジンです。DNA Center は、設計、ポリシー定義、およびネットワーク インフラストラクチャをプロ
ビジョニングするための主要なアプリケーションです。ISE は、ソリューションの背後にあるセキュリティを提供します。Analytics 
and Assurance エンジンは、ネットワークとユーザのパフォーマンスに対するインサイトを提供します。

すでにお解りと思いますが、物理インフラストラクチャは、シスコのルータ、スイッチ、およびワイヤレス アクセス ポイントで構成
されます。物理層はアンダーレイとも呼ばれます。アンダーレイは、SD アクセス ファブリックの物理的なコンポーネントを構成し
ます。従来の 2 層および 3 層のネットワークに似ています。

ファブリックをまとめてバインドする機能についてはまだ情報が非公開の新しいネットワーク コンポーネント機能で、SD アクセ
ス ソリューションを有効化します。すべてのネットワーク コンポーネントは、特殊なフレームのカプセル化をサポートし、カプセ
ル化に基づくルーティング テーブルおよび到達可能性テーブルを維持し、自動化を有効にしてプログラム可能な API をサポー
トします。SD アクセス ファブリックは、すべての仮想化およびプロトコルのトランスポート層を提供します。ファブリックは、物理
的なコンポーネントを構成する論理エンティティとして動作します。接続されているエンド デバイスのルーティングとセキュリ
ティを提供する自己完結型ネットワーク エンティティです。1 つの論理エンティティとしてファブリックを想像するととても簡単で
す。多くの場合クラウドとして示されます。

SD アクセス ファブリックの基本的なデバイス ロール：

• コントロール プレーン ノード：ファブリック オーバーレイのエンドポイントと場所のマッピング システムを提供する設定、プロ
トコル、およびテーブルが含まれます。

• ファブリック境界ノード：ファブリック オーバーレイと外部ネットワークの間の内部および外部のルーティングを提供する設定、
プロトコル、およびテーブルが含まれます。

• ファブリック エッジ ノード：ファブリック オーバーレイの（有線）エンドポイントのオンボーディングやホストのモビリティを提
供する設定、プロトコル、およびテーブルが含まれます。ファブリック エッジ ノードは、セキュリティ ポイントとして機能します。
このポイントで、エッジ デバイスからファブリックに出入りするすべてのトラフィックをセキュリティで保護します。

• 拡張ノード：空調設備が整った配線ボックス内に配置されていないネットワーク デバイス。これらのデバイスは、屋外、天井裏
または沿道のキャビネットに配置されます。拡張ノードは通常イーサネット スイッチであり、ファブリック エッジ ノードに接続
する必要があります。

シスコの IE スイッチは、ファブリック エッジ ノードに直接接続する拡張ノードです。
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図 3. SD アクセスソリューション コンポーネント

ソフトウェアデファインド アクセス（SD アクセス）ソリューションの
コンポーネント
図 3. は、シスコの SD アクセス ソリューションのコンポーネントを示します。

オーバーレイは、ファブリック上で動作する仮想ネットワークです。1 つのファブリックで多数のオーバーレイを動作させること
ができます。オーバーレイは仮想ネットワークであるため、IP ボイス、ワイヤレス ゲスト アクセス、駐車場のビデオ監視などを
オーバーレイにマッピングするようなサービスを考えることができます。駐車場のビデオ監視を作成する場合には、そのサービ
ス専用のオーバーレイ（または仮想ネットワーク）を使用します。

ファブリック オーバーレイは、ポリシーベースのセグメンテーション構築、および必要に応じた動的サービスを提供する鍵とな
ります。ファブリックのオーバーレイの作成と管理は、Cisco DNA Center で完全に自動化されています。コントロール プレーン 
プロトコルと IP アドレスの更新がこれに含まれます。IP プールは作成時にファブリック オーバーレイに割り当てられます。

すべてのファブリックのオーバーレイは、ファブリック全体にわたって存在します。つまり、ネットワーク サービスを導入する必要
がある場所がどこであっても、ファブリック エッジまたはファブリック拡張ノードへのイーサネット接続を行う場合と同様簡単で
す。既存のサービスへのデバイスの追加は非常に簡単です。適切なオーバーレイのあるファブリック エッジ デバイスまたはファ
ブリック拡張ノード デバイスのイーサネット ポートに関連付けるだけです。ファブリック エッジまたはファブリック拡張ノードの
プロビジョニングされたイーサネット ポートにオーバーレイするサービスを必要とするエンド デバイスを接続します。完了
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ソフトウェアデファインド アクセス（SD アクセス）ソリューションの利点
エンド デバイスを既存のサービスに簡単に追加できること以外に、このソリューションの重要な利点は次のとおりです。

アドレスに依存しないセキュリティ
ファイアウォールを管理するには、刻々変化する IP サブネットを追跡する必要があります。物理的な場所は、もはやセキュリティ 
ポリシーにおいては無意味です。

SD アクセス ソリューションでは、ファブリックが DNA Center で定義されたポリシーに基づくセキュリティを提供します。セ
キュリティ ポリシーの変更は、DNA Center によってファブリックにプッシュされます。デバイスはファブリック エッジ ノードお
よび拡張ノードにアタッチされるため、ファブリックで使用されるセキュリティ ポリシーに関連付けられます。IP アドレスまたは 
MAC アドレスは、人と IoT デバイスを特定する主な手段ではなくなっています。これが、SD アクセス ソリューションのセキュリ
ティがアドレス ニュートラルまたはアドレスに依存しない理由です。

Cisco ISE は、DNA Center とともに、プロファイリング、特定、およびセキュリティ ポリシーの提供を行います。ISE は、物理層お
よびネットワーク層に対してすべてのアイデンティティとポリシー サービスを提供します。ISE は、セキュリティ グループとホスト 
プールにプロファイリングされたユーザおよびデバイスを配置します。ファブリックは、割り当てられているセキュリティ グルー
プを使用してファブリック内の通信を許可または拒否します。動作はファイアウォールと同じですが、IP アドレスではなくプロ
ファイルを使用します。

拡張ノードは、セキュリティ ポリシーを実装していません。接続する IoT デバイスをプロファイリングする ISE と通信を行いま
す。適切なオーバーレイと IP アドレス プールが、拡張ノードのアクセス ポートで IoT デバイスに適用されます。ファブリック 
エッジ ノードは、セキュリティ ポリシーを実装しています。

SD アクセス ソリューションでは、セキュリティ グループ タグ (SGT) と Cisco TrustSec® 内の SGT Exchange Protocol (SXP) 
を使用して、セキュリティ ポリシーを実装します。ファブリック エッジ ノードは、ファブリックへの進入時にイーサネット フレーム
に SGT を適用します。これは拡張ノードのアクセス ポートの場合と同様で、ファブリック エッジ ノードのアクセス ポートに直接
接続されているデバイスと同様の動作をします。一度デバイスからイーサネット フレームがファブリックに進入すると、進入時に
適用された SGT がファブリック内でも保持されます。DNA Center で定義されているセキュリティ ポリシーは、イーサネット フ
レームに関連付けられている SGT の権限チェックによってファブリック内で実装されます。アクションと SGT のタグ付けのポリ
シーがここで発生するため、ファブリック エッジ デバイスが「信頼境界線」です。

サブネットのストレッチ
オーバーレイはファブリック全体にわたって存在するため、IoT デバイス（または実在する任意のエンド デバイス）はどこからで
もファブリックに接続でき、適切な仮想ネットワーク 関連付けを取得できます。IoT デバイスは、別のファブリック エッジ デバイ
スに接続されている場合でも、同じレイヤー 2 のブロードキャスト ドメインに置くことができます。オーバーレイ内のブロード
キャスト ドメインも拡張されます。これは、拡張ノードおよび IoT デバイスでは有益です。ネットワーク管理者は、ネットワーク上
で VLAN をストレッチしたり、デバイスを同じ VLAN に接続するためにネットワーク間を光ファイバ ケーブルで接続したりする
必要がなくなりました。ファブリック内のどこででも使用できる任意のサブネットを持つことによって、ネットワーク管理者にとっ
て有益な柔軟性が提供されます。

ファブリック エッジまたは拡張ノード アクセス ポートの VLAN に関するすべてがカバーされます。VLAN はオーバーレイに
マップされ、オーバーレイは IP サブネットにマップされます。この操作は DNA Center で行われるため、ネットワーク管理者が 
VLAN ID を知る必要はありません。

DNA Center によって管理されるエンド デバイスの IP プール
IoT デバイスおよびその他のエンタープライズ デバイスの IP サブネット（DNA Center では IP プールと呼ばれる）が、作成時
にオーバーレイに関連付けられます。新しい仮想ネットワークを作成するプロセスには、任意のサイズの IP アドレス プールの
仮想ネットワークへの関連付けが含まれます。
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図 4. SD アクセスベースの保管倉庫導入 

IoT デバイスが Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サービスを必要とする場合、DHCP サーバと IP プールの関連
付けはネットワーク管理者が行います。これは現在 DNA Center では管理されていません。

保有倉庫の使用例

保管倉庫に必要なネットワーク サービスによって、通常の企業サイトの外側での SD アクセス ソリューションの導入方法に関す
る、適切で簡単な例を提供します。（図 4）保管倉庫は多くの場合、IT ネットワーク エンジニアによって設定、構成、および管理さ
れます。保管倉庫を持つ企業は、多くの場合複数の倉庫を保有し、設備投資コストと運用コストを節約するために動作を複製す
ることを考えています。さらに、保管倉庫は、ほこり、寒さ、湿気などのため高耐久性のネットワーク製品を必要とします。シスコの
産業用イーサネット スイッチング製品は、この環境に適しており、倉庫ネットワークで好評を博しています。これらの製品は、DNA 
Center で完全に管理され、SD アクセス ソリューション内で動作します。

ほとんどの保管倉庫には、セキュリティのための IP ビデオ監視、モビリティ向けワイヤレス アクセス ポイント、IP 電話、デスク
トップ PC へのアクセス、およびネットワーク プリンタ、つまり空調完備のオフィス ビルディング内にあるものと同じタイプのネッ
トワーク エンド デバイスが必要です。ネットワー キングを目的とする場合は、保管倉庫を小規模企業ビルディングやブランチ 
オフィスと同じように考えることが必要です。デバイスの数はより多く、人はより少なくなり、デバイスは空調がない場所でも動作
する必要があります。
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保管倉庫のネットワーキング要件は、多くの異なるネットワー
ク導入タイプの要件と同様です。デバイスおよびサービスの
迅速なプロビジョニング、ネットワーク デバイスインベントリ
の管理、ネットワーク デバイスのソフトウェア バージョンの管
理、これらすべての安全な実行を可能にするために IT が必
要になります。

多くの保管倉庫には IT ネットワーク エンジニアは常駐してい
ません。代わりに、IT スタッフが保管倉庫ネットワークをリモー
トで管理します。彼らは、新しいデバイスや新しいサービスを
迅速に導入できるようにする必要があります。設置者は時給契
約か、または自社オフィスから保管倉庫に移動しなければなら
ないため、時間は重要であり、またコスト増加要因となります。

SD アクセス ソリューションはこれらのすべてのニーズに対
応します。DNA Center からリモートで管理されます。1 つの 
DNA Center アプリケーションは、マルチサイトと呼ばれる機
能を使用して複数の倉庫サイトを管理できます。これを使用し
て、ネットワーク エンジニアはネットワーク デバイスの在庫
を一元管理でき、さらにセキュリティ ポリシーは一度定義す
るだけですみます。各サイトに同じポリシーをプッシュできま
す。DNA Center のアプリケーションは、セキュリティ ポリシー
がすべて同じであるため、サイズにかかわらずお客様側で各
サイトに合わせて拡張できます。

この例では、倉庫に空調設備を持つ小規模なオフィス エリア
が付随しています。SD アクセス ソリューションでは、現在存在
している耐久性の低いコンポーネントにファブリックを実装す
ることが必要です。Cisco Catalyst® 9300 シリーズ スイッチ
が、ファブリック エッジ ノードとして必要になります。これはオ
フィスに設置されます。また、なんらかの WAN リンクが必要
です。これもオフィスに設置されます。設置されたファブリック 
エッジ デバイスは、Cisco IE-4000 や IE 4010 スイッチなど

「高耐久化ネットワーク デバイスに接続されます。これらのス
イッチは、アクセス ポイント、IP カメラ、およびその他のデバ
イスに接続するための PoE および PoE+ を提供します。

図 4 では、ファブリックは単一のファブリック エッジ ノードと
単一の境界/制御ルータ ノードで構成されます。ファブリック
は IE スイッチによって拡張され、IE スイッチは保管倉庫の外
に導入されます。

DNA Center は、拡張ノードスイッチに接続するファブリック 
エッジのイーサネット インタフェースを構成するために使用
されます。拡張ノードは、常にレイヤー 2 のモードで動作し、
IP アドレス ベースでイーサネット フレームをルーティングす
ることはありません。ファブリック エッジ デバイスと拡張ノー
ド スイッチの間のイーサネット インターフェイスは、複数の 
VLAN を保持するトランク インターフェイスです。

また、DNA Center は、アクセス ポイントおよび IP カメラ向け
の 2 つの独立した仮想ネットワークの作成にも使用されます。
仮想ネットワークを作成するときに、IP アドレス プール（サブ
ネット）は VLAN と同様に各仮想ネットワークに関連付けられ
ます。DNA Center は、境界ルータとファブリック エッジ デバ
イスに仮想ネットワークの構成をプッシュします。セキュリティ
目的で、ネットワーク エンジニアはビデオ監視データを他のす
べてのネットワーク データから分離する必要があります。DNA 
Center と SD アクセス ソリューションによって、これが簡単に
なります。ビデオ監視データ トラフィックは仮想ネットワークに
マッピングされるため、ネットワークのデータ トラフィックは自
然に分離されます。

Cisco TrustSec により、ファブリック エッジ デバイスからネッ
トワークにアタッチされたデバイスは、想定外のリソースには
ルーティングされません。

概要
多くの接続を提供するネットワークの拡張は、エンタープライズ 
ネットワークへの追加と同じ意味を持っています。製品は異な
りますが、プロセスとそれを構築するテクニックは同じです。SD 
アクセス ソリューションは簡単に拡張することができます。

関連情報
Cisco.com には、IE スイッチング、DNA Center 、および SD ア
クセス ソリューションに関する多数のドキュメンテーションが
あります。

IE スイッチング製品：https://www.cisco.com/c/en/us/
products/switches/industrial-ethernet-switches/index.html

SD アクセス ソリューション：https://www.cisco.com/c/
en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-
access/index.html

直感的なインテントベースのネットワーキング： 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-
networks/index.html

エンタープライズ SD アクセス ソリューションに関するソ
リューション ホワイト ペーパー：https://www.cisco.com/c/
en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/software-
defined-access/white-paper-c11-739642.html
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