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SD-Access の導入
Cisco® Software-Defined Access（SD-Access）は、Cisco Digital Network Architecture Center（DNA Center）コントローラ
上で動作するアプリケーション パッケージです。インテリジェント キャンパスの有線およびワイヤレス ネットワークの設計、プ
ロビジョニング、ポリシー適用、および作成を確実に行うことができます。SD-Access に欠かせないキャンパス用ファブリック 
テクノロジーにより、プログラム可能なオーバーレイが実装され、有線およびワイヤレス キャンパスに容易にネットワーク仮想
化を実現できます。ネットワーク仮想化に加えて、キャンパス用ファブリック テクノロジーでは、ユーザ ID とグループ メンバー
シップに基づいた、ソフトウェア デファインド セグメンテーションとポリシー適用が可能です。ソフトウェア デファインド セグメ
ンテーションは、Cisco TrustSec テクノロジーによってシームレスに統合され、仮想ネットワーク内の拡張可能なグループによ
るマイクロセグメンテーションを実現します。DNA Center を使用して仮想ネットワークの作成を自動化することで、運用コスト
が削減されるとともに、アシュアランス機能と分析機能によってセキュリティの統合とネットワーク パフォーマンスの向上が実
現し、リスクが低減するという利点があります。 

このガイドでは、既存のエンタープライズ ネットワークに統合されている DNA Center を使用して SD-Access ネットワークを
導入する方法を説明します。SD-Access によって構築される仮想ネットワーク（オーバーレイ ネットワーク）は、物理ネットワー
ク（アンダーレイ ネットワーク）上で動作し、キャンパス LAN 内でデバイスを接続する代替トポロジを構成します。同様に、一
般的にオーバーレイ ネットワークは、データセンター ファブリック（例：Cisco ACI、VXLAN、Cisco FabricPath）で、仮想マシン
のモビリティを可能にするレイヤ 2 およびレイヤ 3 の論理ネットワークを構築するために使用されます。オーバーレイ ネット
ワークは、WAN でリモート サイトからのセキュアなトンネリングを実現する場合にも使用されています（例：MPLS、DMVPN、
GRE）。このガイドは、SD-Access 設定の自動化と既存のネットワークへの統合における重要な要素を理解するために役立ち
ます。

『Software-Defined Access Design Guide（SD-Access 設計ガイド）』で説明されているように、アンダーレイ ネットワークは、
キャンパス ファブリックを構成する物理スイッチとルータによって定義されます。アンダーレイのすべてのネットワーク要素で
は、従来型のキャンパス ネットワークを構築する場合と同様に、ルーティング プロトコルを使用して IP 接続を確立する必要が
あります。この導入では、任意のネットワーク トポロジやプロトコルを使用する代わりに、キャンパス エッジ スイッチを含む、適
切に設計されたレイヤ 3 基盤（ルーテッド アクセス設計とも呼ばれる）を使用して、ネットワークのパフォーマンス、拡張性、高
可用性を確保します。キャンパス ファブリックでは、アンダーレイ インフラストラクチャ機器でエンド ユーザの物理的な接続が
サポートされる場合でも、エンド ユーザ サブネットはアンダーレイ ネットワークの一部にはなっていません。

アンダーレイ ネットワーク デバイスのセットで動作するオーバーレイ ネットワークを 1 つ以上作成する場合は、アンダーレ
イをサポート インフラストラクチャとして使用します。各仮想ネットワークにはデータ プレーン トラフィックとコントロール プ
レーン シグナリングが組み込まれ、アンダーレイ ネットワークからの分離に加えて、ネットワーク間の分離が維持されます。仮
想化は、SD-Access ファブリックにより、ファブリックの境界から送信されて境界で終了する IP パケットにユーザ トラフィック
がカプセル化され、ワイヤレス クライアント用の AP にまで拡張されることで実現します。

レイヤ 3 の各オーバーレイ内における IP ベースの接続は、物理接続を抽象化したものであるため、複数の IP ネットワーク
を各仮想ネットワークに統合することができます。各テナントのレイヤ 3 オーバーレイに対するアドレッシングを制御しない、
マルチテナント スタイルの導入では、IP アドレス空間が複数のオーバーレイで重複することを許可しなければならない可能
性があります。ファブリックのボーダーを超えたトラフィック分離を維持することで、IP アドレス空間のオーバーラップ要件をサ
ポートできます。その場合は、アドレッシングの競合を修復するためのデバイスを追加したり（一般的にネットワーク アドレス
変換を使用）、一般的な外部 IP サービス（DNS やインターネット）との通信を可能にしたりするなど、一般的な仮想化技術を使
用します。

https://cvddocs.com/fw/250-prime
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図 1　レイヤ 3 オーバーレイ：論理的にルーティングされる接続
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ネットワーク仮想化に加えて、キャンパス ファブリックは Cisco TrustSec テクノロジーを統合し、ユーザ ID とグループ メン
バーシップに基づいた、ソフトウェア デファインド セグメンテーションとポリシー適用を実現します。この導入では、セキュリ
ティ ポリシー管理で Cisco Identity Services Engine（ISE）を使用します。キャンパス ファブリック ヘッダーには、セキュリティ 
グループ タグとも呼ばれる Scalable Group Tag（SGT; 拡張可能グループ タグ）が統合されます。キャンパス外部に拡張される
グループ ポリシーについては、SGT 交換プロトコル（SXP）を使用して TrustSec 対応デバイスにタグをトランスポートするか、
ボーダーとの接続用に実装されるインライン タギング機能を使用して SGT を Cisco メタデータ（CMD）に直接マッピングする
ことで、キャンパス外部のファブリック ボーダー ノードから SGT 情報を伝播するように設定します。 

導入の概要

この導入のトポロジ、プロトコル、設計については、多様な導入オプションがありますが、組織では、最初はこれらの設定で導入
し、その後ニーズに応じてカスタマイズすることをお勧めします。 

このガイドでは、レイヤ 3 ルーテッド アクセス トポロジとしてアンダーレイ ネットワークを導入します。そのため、Equal Cost 
Multipath（ECMP; 等コスト マルチパス）ルーティングによって高速なネットワーク コンバージェンスを実現する、IS-IS ルー
ティング プロトコルを使用します。ファブリック用のアンダーレイ トポロジの場合は、SD-Access ソリューション 1.1 でのファ
ブリック導入に、Etherchannel などの従来のレイヤ 2 アクセス設計コンポーネントは使用しません。導入するオーバーレイ 
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ネットワークは IP 専用であり、キャンパス コア デバイスで有効な機能として、ファブリック ボーダー ノードでエンタープライズ 
ネットワークの他の部分に接続します。ファブリック外部に拡張されたネットワーク仮想化は、VRF-lite によって維持されます。
VRF-lite は、デバイス内で複数のレイヤ 3 ルーティングおよびフォワーディング機能を分離するために一般的に使用される仮
想化テクノロジーです。

ファブリック外部では、従来の仮想化技術を使用して、VRF 相互接続およびサービス（一般的にグローバル ルーティング テー
ブル内または専用 VRF 内にある）との必要な接続を有効にします。その場合は、必要に応じて通信を許可しながら分離が維持
されます。既存のエンタープライズ ネットワークにキャンパス ファブリックを統合する場合は、ネットワーク設計で考慮が必要
な 2 つの重要な事項があり、それぞれについて統合に関する固有の要件があります。

• 仮想ネットワーク：ネットワークがすでに仮想化されている場合は、VRF-lite を既存の仮想インフラストラクチャ（MPLS、
Multi-VRF など）に対するハンドオフとして使用することで、キャンパス ファブリック ボーダーにある VRF が、選択した仮
想化技術に拡張されます。

• 非仮想ネットワーク：既存のネットワークが仮想化されていない場合は、ファブリック ボーダーと非仮想ネットワーク間で
推奨される検証済みの相互接続に中間デバイス（フュージョン ルータ）を使用してドメイン間のルート交換を可能にし、
すべての仮想ネットワークでサービスを共有します。デュアル フュージョン ルータを導入することで可用性が向上し、BGP 
をファブリック ボーダーに対する外部ゲートウェイ プロトコルとして使用することで、ループを簡単に回避できます。

ここで説明した導入では、キャンパス コア レイヤがボーダー機能をホストします。スタッカブル スイッチを利用してコア層と
ディストリビューション層を統合した小規模ネットワーク向けの代替ボーダーについても説明されています。コアをボーダーと
して使用することで、キャンパス LAN 全体の共通のキャンパス出力点で、オーバーレイによる利点が得られます。トラフィック
がデフォルトのパスとしてファブリックから出力される場所が外部ボーダーです。外部ボーダーについては、ファブリックをイン
ターネット エッジにまで拡張することで、企業内でさらにボーダーを拡張することも可能です。 トライアル導入では、ファブリッ
ク全体がディストリビューション スイッチのペア（小規模なサイトではコラプスト コア/ディストリビューション）で構成され、関
連付けられたアクセス スイッチとともに、ファブリック エッジでファブリックの外部ボーダー ロールを実行します。トライアル導
入の際には、ファブリックの利点は、ファブリックのボーダー ドメインからエッジ ドメイン内のデバイスにしか適用されないこ
とに注意してください。

デフォルト以外の特定のトラフィック セットの代替の出力点としてファブリック内の別の場所（WAN の場所など）を設定する必
要がある場合は、ボーダー デバイスを追加します。このバージョンの導入ガイドでは、ボーダー導入は、より一般的な外部ボー
ダー設定を対象としています。

記載されているキャンパス ファブリック導入と統合されるエンタープライズ ネットワークは仮想化されず、EIGRP をルーティン
グ プロトコルとして実行します。共有サービスを含む、キャンパスからの IP プレフィックスは、オーバーレイ ネットワーク間の
分離を維持しながら、ファブリックのアンダーレイ ネットワークとオーバーレイ ネットワークの両方で使用できる必要がありま
す。分離を維持するために、VRF-Lite がファブリック ボーダー ノードからフュージョン ルータのセットに拡張されます。フュー
ジョン ルータは、BGP ルート ターゲットの設定のインポート/エクスポート機能を使用して VRF ルート リークを実現し、エン
タープライズ ネットワーク内の EIGRP およびキャンパス ファブリックに対する BGP との間で相互に再配布します。再配布さ
れたルートに対する動的なタギングとフィルタリングに関するルート マップ設定により、シンプルかつ動的にルーティングの
ループを防止できます。高可用性設計における複数の再配布ポイントにも対応します。

このガイドを Cisco Design Zone 以外で入手した場合は、こちらで最新バージョンの確認が可能です。

『Software-Defined Access Design Guide（SD-Access 設計ガイド）』、『User-to-Data Center Access Control Using TrustSec 
Deployment Guide（TrustSec を利用したユーザからデータセンターへのアクセス制御に関する導入ガイド）』[英語]、関連する
設計ガイド、導入ガイド、ホワイト ペーパーは、次の Design Zone で入手できます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/design-zone/uc.html

https://cvddocs.com/fw/251c-prime
https://cvddocs.com/fw/250-prime
https://cvddocs.com/fw/276c-16a
https://cvddocs.com/fw/276c-16a
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/design-zone/uc.html


4 ページCisco Validated Design

導入の詳細

導入の詳細

This guide uses the following conventions for 
commands that you enter at the command-line 
interface (CLI).

Commands to enter at a CLI prompt: 
   configure terminal

Commands that specify a value for a variable:
   ntp server 10.10.48.17

Commands with variables that you must de�ne:
   class-map [highest class name]

Commands at a CLI or script prompt:
   Router# enable

Long commands that line wrap are underlined. 
Enter them as one command:

police rate 10000 pps burst 10000 
packets conform-action

Noteworthy parts of system output (or of device 
con�guration �les) are highlighted:
  interface Vlan64
    ip address 10.5.204.5 255.255.255.0

How to Read Commands

SD-Access を導入する際には、導入に関するいくつかの重要な決定事項について、事前に検討する必要があります。

• レイヤ 3（ルーテッド）アクセス レイヤを導入する準備はできていますか。この導入では、ネットワークに対するレイヤ 3 ア
クセスを想定しています。アンダーレイでは任意のトポロジやルーティング プロトコルを使用できますが、ネットワークの
パフォーマンス、拡張性、高可用性を確保するためには、キャンパス エッジに至るまで適切に設計されたレイヤ 3 基盤を
実装する必要があります。アンダーレイを自動実装するために、DNA Center の LAN 自動化では、IS-IS ルーテッド アクセ
ス設計による新しいネットワークを導入します。他にもさまざまな方法がありますが、この方法には、IP プロトコルに依存
しないネイバーの確立、ループバック アドレスを使用したピアリング機能、IPv4、IPv6、非 IP トラフィックを問わない処理
など、運用上の利点があります。

• レイヤ 2 からルーテッド アクセス レイヤへの移行を計画している場合は、サブネット計画について検討する必要がありま
す。同様に、SD-Access ではルーテッド アクセス レイヤに対する従来の制限がなくなり、クライアント サブネットが最も
近いレイヤ 3 ゲートウェイに関連付けられます。また、サブネットが SD-Access ファブリックを通じて拡張し、コンピュー
タ、ユニファイド コミュニケーション、またはワイヤレス LAN アクセス ポイントの接続などの特定の機能がサポートされ
ます。

• アンダーレイについては、すでに使用している全社規模のルーティング プロトコルへの拡張として、カスタム設定によって
手動で導入しますか、それとも、ファブリック アンダーレイ専用の内部ゲートウェイ プロトコル（IGP）を使用して導入しま
すか。この導入では、アンダーレイに IS-IS を使用する別の IGP を示します。新しい導入の自動化に有益なスコープが明
確に定義されています。

• 複数のレイヤ 3 オーバーレイ ネットワークを導入する要件（概要セクションで説明したマルチテナントの使用例など）は
ありますか。それとも、複数の拡張サブネットを含む単一のレイヤ 3 オーバーレイで要件に対応できますか。この導入で
は、ファブリック ドメイン外部に拡張された 1 つまたは複数の VRF をサポートすることで、両方のタイプの導入に対応で
きます。ただしその場合も、複数のオーバーレイで、共通サービスをマルチ VRF 環境に統合するために計画を追加する必
要があるかを検討してください。どちらのシナリオでも、ホスト プール用にすべてのオーバーレイ サブネットと VRF を計
画して文書化し、DHCP サービスに統合する準備を整える必要があります。
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• ネットワーク内で、エッジ、ボーダー、コントロール プレーンの各ロールを配置する適切な場所が特定されていますか。
それらのファブリック ロールをサポートする適切なプラットフォームは確立されていますか。これらのプラットフォームと
ロールの詳細については、関連する『Software-Defined Access Design Guide（SD-Access 設計ガイド）』を参照してくだ
さい。トライアル導入とは異なり、実稼働環境への導入では、ボーダーを 1 つの場所に導入したあとに場所を変更すると、
運用上の課題が発生することを理解する必要があります。ファブリックの将来的なカバレッジ範囲を慎重に考慮することが
重要です。上記の検証済みの導入では、サポートされているプラットフォームで最も一般的なシナリオを示しています。また
「付録 A：製品リスト」には、特にこの導入でのロール用に検証された機器がリストされています。

SD-ACCESS ネットワーク用コントローラのインストール
このガイドに記載されている Cisco SD-Access ソリューション 1.1 では、スタンドアロンの DNA Center コントローラ ハード
ウェア アプライアンスを使用します。これは、将来クラスタの一部として組み込まれる予定のアプライアンスです。インストール
方法に示すように、このソリューションの DNA Center は、冗長性を確保するために設定された 2 つの ISE ノードと統合され、
SD-Access 導入専用になります。SD-Access ワイヤレスをサポートするために、このソリューションでは 2 台のワイヤレス 
LAN コントローラ（WLC）によって冗長性が確保されています。

始める前に、次のものを特定する必要があります。

• 導入するすべてのコントローラの IP アドレスとネットワーク接続：DNA Center では、シスコ クラウド リポジトリからシス
テム更新を取得するためにインターネット アクセスが必要です。

• ネットワークに到達可能な Network Time Protocol（NTP）サーバ：DNA Center のインストール中に使用し、信頼性の高
いデジタル証明書によって接続を保護します。

• 証明書サーバ情報（単一のノードで自己署名デジタル証明書を使用しない場合）：3 ノードのクラスタ設定では、認証局が
発行した証明書が必要です。

 手順 1 DNA Center をインストールする

DNA Center アプライアンスでは、10 Gbps SFP+ モジュール型 LAN on Motherboard（MLOM）インターフェイスと、ネットワー
ク接続用の統合銅線インターフェイスが用意されています。IP アドレスの割り当てと接続については次の表を参照してくださ
い。検証では、将来的に 3 アプライアンス クラスタに簡単に移行できるように、スタンドアロンの DNA Center アプライアンス
に設定された仮想 IP（VIP）を示しています。スタンドアロン構成では、クラスタ内通信ポートを物理的に接続する必要はありま
せん。プロビジョニングとアシュアランスの通信の効率性を確保するために、DNA Center は、管理するデバイスの最大数に対
応するネットワーク プロキシミティでインストールする必要があります。 

https://cvddocs.com/fw/250-prime
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表 1　DNA Center サーバの LAN イーサネット インターフェイス割り当て（背面から見て左から右へ）

PORT 2 
MLOM 
SFP+ 10Gb

PORT 1 
MLOM 
SFP+ 10Gb

M 
内蔵 RJ45

1 
内蔵 RJ45

2 
内蔵 RJ45

ウィザード名 enp10s0 enp9s0 ̶ enp1s0f0 enp1s0f1

用途

クラスタ内通信 エンタープライズ 
ネットワーク イン
フラストラクチャ

CIMC アウトオブ
バンド サーバ ア
プライアンス管理

オプションの 
Web アクセス
専用管理ネット
ワーク

オプションの分離
エンタープライズ 
ネットワーク

クラスタ VIP 
アドレスの例

̶ 10.4.49.25 
255.255.255.0

̶ ̶ ̶

インターフェ
イス アドレス
の例

192.168.127.1 
255.255.255.248

10.4.49.26 
255.255.255.0 

10.204.49.25 
255.255.255.0

この例では使用
していない

この例では使用し
ていない

技術的なヒント

追加のインターフェイスでスタティック ルートのリストを維持しなくてもすむように、デフォルト ゲートウェイで設
定した 1 つのネットワーク インターフェイスを使用して、DNA Center をネットワークに接続できます。管理アク
セスとネットワーク インフラストラクチャのプロビジョニングを分離する、複数のインターフェイスを必要とする
導入では、インストール後のスタティック ルートの変更によって、再設定が必要になる場合があります。再設定が
必要な場合は、『Cisco Digital Network Architecture Center Appliance Installation Guide（Cisco Digital Network 
Architecture Center アプライアンス インストール ガイド）』[英語] のウィザードの手順に従って、アプライアンスを
再設定してください。

ネットワーク内の他の場所で使用されていない、ネットマスクのサイズが 20 ビット以上の任意のプライベート IP 空間を予約
します。/20 アドレス空間は分割されて、この後の DNA Center インスタンスで動作するプロセス間のサービス通信のセット
アップ手順で使用されます。これは、シングルサーバ構成と 3 サーバ構成のいずれの導入でも必要になります。

DNA Center アプライアンスでは、シスコ クラウド リポジトリからソフトウェア更新を取得するために、インターネットへの直
接接続または Web プロキシ経由の接続も必要です。インターネット アクセス要件とオプションのプロキシ サーバのセット
アップ要件の詳細については、『Cisco Digital Network Architecture Center Appliance Installation Guide（Cisco Digital Network 
Architecture Center アプライアンス インストール ガイド）』[英語] を参照してください。

ステップ 1： 次の方法で、DNA Center サーバをネットワーク内のレイヤ 2 アクセス スイッチ ポートに接続します。

• MLOM カード上の PORT 1 というラベルが付いた 10 Gb ポートを使用する（ウィザードでは enp9s0 と表示）

• Cisco Integrated Management Console（CIMC）ポートを使用する（組み込みのイーサネット ポートで M というラベルで
示されている）

• オプションで、専用の Web 管理ポート、分離されたエンタープライズ ネットワーク ポート、クラスタ設定ポートなど、イン
ストールに必要な他のポートを使用する

https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance%20Installation%20Guide&locale=enUS&tab=Cisco
https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance%20Installation%20Guide&locale=enUS&tab=Cisco
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次の手順では、アプライアンス ソフトウェアのバージョンに該当する『Installation Guide（インストール ガイド）』[英語] に記載さ
れているすべてのオプションを示しています。このガイドに従って、CIMC アクセスに必要なクレデンシャルと合わせて、初回起
動中にアプライアンスに CIMC を設定します。インストール ガイドには、クラスタ内通信用にホストを別のホストに参加させて
クラスタを作成し、左のポート（MLOM カードの PORT 2 ラベルがついたポート。ウィザードでは enp10s0）を設定する方法を
含め、すべてのオプションが記載されています。この後の例では、ネットワーク プロキシなしでスタンドアロン ホストまたはクラ
スタ導入内の最初のホストを設定します。

ステップ 2： DNA Center ハードウェア アプライアンスを起動します。初期メッセージが表示されます。

Welcome to the Maglev Configuration Wizard!

ステップ 3： Enter を押して、デフォルトの [DNA-Cクラスタを開始する（Start a DNA-C Cluster）] に同意します。

ステップ 4： 続けてウィザードのデフォルトの選択内容に同意し、ウィザードの以下のステップで必要な情報を入力します（ウィ
ザードのステップには、厳密な順序はありません）。

• ウィザードの [ステップ#4（STEP #4）] で [ネットワークアダプタ#1（enp10s0）（NETWORK ADAPTER #1 (enp10s0)）] を
選択する場合： 
このインターフェイスはクラスタリングに使用します。最初はクラスタリングを必要としない場合でも、クラスタリング
を設定しておくことで、将来すぐに対応できるようになります。[ホストIPアドレス（Host IP Address）] と [ネットマスク
（Netmask）] に情報を入力し（/29 サイズのネットワークは 3 メンバーのクラスタに対応）、スペースバーを押して [クラス
タリンク（Cluster Link）] を選択し、他のフィールドには入力しないで、[次へ >>（next >>）] を選択して続行します。

Host IP Address:

  192.168.127.1

Netmask:

  255.255.255.248

Default Gateway IP Address:

  [blank]

DNS Servers:

  [blank]

Static Routes:

  [blank]

Cluster Link

  [use spacebar to select]

Configure IPv6 address

  [blank]

• ウィザードの [ステップ#4（STEP #4）] で [オプション - ネットワークアダプタ#2（enp1s0f0）（OPTIONAL - NETWORK 
ADAPTER #2 (enp1s0f0)）] を選択する場合： 
このインターフェイスは、DNA Center への管理 Web アクセス専用の管理インターフェイスとして使用できます。このオプ
ションを使用する場合（スタティック ルートの設定が必要）は必要な情報を入力し、使用しない場合はすべての選択を空白
のまま、[次へ >>（next >>）] をクリックして続行します。

• ウィザードの [ステップ#4（STEP #4）] で [オプション - ネットワークアダプタ#3（enp1s0f1）（OPTIONAL - NETWORK 
ADAPTER #3 (enp1s0f1)）] を選択する場合： 
これは、スタティック ルートの分離されたネットワークで使用できます。この接続が必要ない場合、すべての選択を空白の
まま、[次へ >>（next >>）] をクリックして続行します。

https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance%20Installation%20Guide&locale=enUS&tab=Cisco
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• ウィザードの [ステップ#4（STEP #4）] で [オプション - ネットワークアダプタ#4（enp9s0）（OPTIONAL - NETWORK 
ADAPTER #4 (enp9s0)）] を選択する場合： 
このインターフェイスは、ネットワーク インフラストラクチャとの通信に使用します。必須フィールドとして [ホストIPアドレス
（Host IP Address）]、[ネットマスク（Netmask）]、[デフォルトゲートウェイIPアドレス（Default Gateway IP address）]、[DNS
サーバ（DNS Servers）] に入力し、オプションで [スタティックルート（Static Routes）] に入力して、[次へ >>（next >>）] を
クリックして続行します。

Host IP Address:

  10.4.49.26

Netmask:

  255.255.255.0

Default Gateway IP Address:

  10.4.49.1

DNS Servers:

  10.4.49.10

Static Routes:

  [blank for single interface installation]

Cluster Link

  [blank]

Configure IPv6 address

  [blank]

ウィザードに情報メッセージが表示されます。

The wizard will need to shutdown the controller in order to validate…

ステップ 5： [続行 >>（proceed >>）] をクリックしてネットワーク検証を続行します。インストールでゲートウェイの到達可能性
が検証されます。

Please wait while we validate and configure host networking...

ステップ 6： ウィザードのネットワーク検証が完了したら、初期設定値の入力を続けます。スタンドアロン アプライアンスの場
合は、クラスタ設定を作成して将来簡単に移行できるようにしておきます。クラスタ設定にアプライアンスを追加する方法につ
いては、『Installation Guide（インストール ガイド）』[英語] を参照してください。

• ウィザードの [ステップ#11（STEP #11）] の [MAGLEVクラスタの詳細（MAGLEV CLUSTER DETAILS）]：

Cluster Virtual IP address

    10.4.49.25

• ウィザードの [ステップ#13（STEP #13）] の [ユーザアカウント設定（USER ACCOUNT SETTINGS）]：

Linux Password: *

  [linux password]

Re-enter Linux Password: *

  [linux password]

https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance%20Installation%20Guide&locale=enUS&tab=Cisco
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Password Generation Seed:

  [skip this entry]

Auto Generated Password:

  [skip this entry]

Administrator Passphrase: *

  [DNAC administrator password]

Re-enter Administrator Passphrase: *

  [DNAC administrator password]

ステップ 7： ウィザードの [ステップ#14（STEP #14）] の [NTPサーバ設定（NTP SERVER SETTINGS）] で、アクティブな NTP 
サーバを少なくとも 1 つ指定する必要があります。

NTP Servers: *

  10.4.0.1 10.4.0.2

ステップ 8： [次へ >>（next >>）] をクリックします。インストールで NTP サーバとの接続が検証されます。

ステップ 9： ウィザードの [ステップ#16（STEP #16）] の [MAGLEV詳細設定（MAGLEV ADVANCED SETTINGS）] で、DNA 
Center が API サービスとクラスタ サービスの管理にそれぞれ使用する、エンタープライズ ネットワークに含まれていない一
意の IP ネットワークを割り当てます。推奨される各ネットワークの最小サイズは、相互に通信するための一意の IP アドレスを
持つ多様なサービスに対応可能な、21 ビットのネットマスクを持つネットワークです。 

Services Subnet: *

  192.168.240.0/21

Cluster Services Subnet: *

  192.168.248.0/21

[次へ >>（next >>）] をクリックします。ウィザードに情報メッセージが表示されます。 

The wizard is now ready to apply the configuration on the controller.

ステップ 10： 既存のディスク パーティションに関する警告メッセージは無視します。[続行 >>（proceed >>）] をクリックして設
定を適用すると、インストールが完了します。インストールが完了するまで、システムの操作はできません。

インストール中には多数のステータス メッセージが表示されたり、インストールされたイメージがプラットフォームで起動され
たりしながら、基本プロセスの初回の設定が行われるため、数時間かかる場合があります。インストールと設定が完了すると、ロ
グイン メッセージが表示されます。

Welcome to the Maglev Appliance (tty1)

ステップ 11： コンソールから maglev ユーザとしてログインするか、ポート 2222 の SSH セッションから、インストール時に割
り当てられたホスト IP アドレスにログインします。

maglev-master-1 login: maglev

Password: [password assigned during installation]
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ステップ 12： プロセスが導入されたことを確認します。

$ maglev package status

検証済みのバージョンの場合は、最初は次に示す [導入対象外（NOT_DEPLOYED）] パッケージを除くすべてのパッケージが 
[導入済み（DEPLOYED）] になっています。導入対象外のパッケージはインストールのバージョンによって異なります。

application-policy

sd-access

sensor-automation

後の手順で、他の必要なコンポーネントをインストールします。

ステップ 13： インストールの最初のステップで入力したクラスタ仮想 IP アドレス（例：https://10.4.49.25/）に Web ブラウザ
からアクセスして、DNA Center の Web UI に接続します。

ステップ 14： [ユーザ名（Username）] 行に「admin」と入力し、[パスワード（Password）] 行には、Maglev Configuration Wizard 
を使用して割り当てた DNA Center の管理者パスワードを入力して、[ログイン（Log In）] をクリックします。

ステップ 15： プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを選択するか、スキップして次のステップに進みます。

ステップ 16： [DNA Centerへようこそ（Welcome to DNA Center）] プロンプトが表示されたら、cisco.com の ID とパスワー
ドを入力します。この ID は、ソフトウェア ダウンロードを登録し、システム通信を受信するために使用します。ID がないか、後
で追加する（[設定（Settings）]（歯車）> [システム設定（System Settings）] > [設定（Settings）] > [シスコクレデンシャル（Cisco 
Credentials）] を使用）としてこのステップをスキップすると、SWIM、テレメトリ、ライセンスなどの機能が正常に動作しなくなり
ます。

ステップ 17： 前のステップで、組織のシスコ ソフトウェア ライセンスを管理する権限があるスマート アカウント アクセス権を
持つ ID を入力していない場合は、[スマートアカウント（Smart Account）] プロンプトが表示されます。スマート アカウントに関
連付けられた cisco.com ID を入力するか、[スキップ（Skip）] をクリックします。
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ステップ 18： Infoblox または Bluecat IPAM サーバがある場合は、[IPアドレスマネージャ（IP Address Manager）] プロンプト
に詳細を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。その他の場合は、[スキップ（Skip）] をクリックします。

ステップ 19： [利用規約（Terms and Conditions）] が表示されたら [次へ（Next）] をクリックし、[準備完了（Ready to go!）] の表
示で [実行（Go）] をクリックします。

ステップ 20： メインの DNA Center ダッシュボードで設定（歯車）アイコンをクリックし、[DNA Centerについて（About DNA 
Center）] をクリックします。
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技術的なヒント

検証では、スタンドアロンの DNA Center、仮想 IP アドレスおよび物理 IP アドレス、自己署名証明書を使用し、アッ
プグレードの前に、バージョン 1.1.3 以上で生成された証明書チェーンが必要になります。適切な証明書チェーン
がない場合は、ISE など、他のシステムとの統合はできません。適切な証明書チェーンがない場合、手動で生成する
ことができます。また、DNA Center スタートアップ イメージが 1.1.3 以上に置き換えられたときには自動的に生
成されます。

ステップ 21： バージョンが 1.1.3 以上であることを確認します。使用中のバージョンが 1.1.3 より前である場合は、サポートに
連絡して、DNA Center アプライアンスのイメージをバージョン 1.1.3 以上に更新してから続行してください。

ステップ 22： メインの DNA Center ダッシュボードで [アプリケーションの追加（Add applications）] をクリックします。

[アプリケーション管理 - パッケージと更新プログラム（Application Management - Packages & Updates）] 画面が表示されま
す。この画面は、SD-Access などの追加機能をコントローラに追加する画面です。
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技術的なヒント

「付録 A：製品リスト」にリストされている検証済みバージョンの DNA Center と SD-Access については、他の
パッケージのダウンロードや更新を行う前に、インターネットでシステム更新を実施する必要があります。適切な
手順や依存関係については、対象のソフトウェア バージョンのリリース ノートを参照してください。

DNA Center のリリース ノートは cisco.com で参照できます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/dna-center/products-release-notes-list.
html 

この検証に使用したバージョンより新しい DNA Center ソフトウェアでも、追加のプラットフォーム イメージがサ
ポートされている場合があります。これは cisco.com の「SD-Access Hardware and Software Compatibility Matrix
（SD-Access ハードウェア/ソフトウェア互換性マトリックス）」で検索できます。

ステップ 23： 設定（歯車）アイコンをクリックして、[システム設定（System Settings）] をクリックし、[アプリケーション管理
（App Management）] > [システム更新（System Updates）] に移動します。[アプリケーション管理 - システム更新（Application 
Management – System Updates）] 画面が表示されます。

DNA Center がシスコ クラウド リポジトリに自動的に接続し、最新の更新が検索されます。[更新（Refresh）] ボタンをクリックす
ると、見つかった更新を表示することができます。

ステップ 24： [システム（System）] と表示されている行の [利用可能な更新（Available Update）] 列で [インストール（Install）] 
をクリックします。

新しいシステム更新のダウンロードが開始されます。これには何分もかかる場合があります。ダウンロード後、インストールが自
動的に開始されます。これには 1 時間以上かかる場合があります。[インストールされたバージョン（Installed Version）] が更新
され、[実行中（Running）] ステータスが表示されるまで、[更新（Refresh）] ボタンをクリックしてステータスを確認します。 

[システム更新（System Updates）] セクション内の [システム（System）] パッケージは、初回のシステム更新でダウンロードま
たは更新される唯一のパッケージです。システムのインストールが完了したら、アプリケーション パッケージと更新プログラム
をダウンロードしてインストールします。

技術的なヒント

以下の図にインストールの例を示します。検証に使用するソフトウェア バージョンは、「付録 A：製品リスト」にリス
トされています。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/dna-center/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/dna-center/products-release-notes-list.html
https://search.cisco.com/search?query=SD-Access%20Hardware%20and%20Software%20Compatibility-Matrix
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ステップ 25： 設定（歯車）アイコンをクリックし、[システム設定（System Settings）] をクリック後、[アプリケーション管理
（App Management）] > [パッケージと更新プログラム（Packages & Updates）] に移動します。リストの最上部で、[パッケージ
（Package）] の横にあるボックスをオンにしてすべてのパッケージを選択し、プルダウン メニューから [アクション（Actions）] 
を選択後、[ダウンロード（Download）] を選択します。

ステップ 26： ポップアップが表示されたら [OK] をクリックして、ダウンロード操作を確定します。画面が更新され、ダウンロー
ドされるすべてのパッケージが表示されます。次のステップに進む前に、ステータスが [ダウンロード中（Downloading）] である
パッケージがなくなるまで画面を更新します。ダウンロードには何分もかかる場合があります。

ステップ 27： 新しいバージョンのパッケージをダウンロードしたら、SD-Access パッケージの最新バージョンをダウンロード
してインストールする前にインストールし、パッケージの依存関係に対応します。[ステータス（Status）] が [実行中（Running）] 
で、新しい [ダウンロード済みバージョン（Downloaded Version）] を利用できるパッケージをすべて選択します。最上部の [アク
ション（Actions）] プルダウン メニューから [更新（Update）] を選択し、[OK] をクリックします。 

パッケージの更新が開始されます。ブラウザの更新ボタンをクリックして、各パッケージの更新ステータスを確認します。更新プ
ロセスが完了するまで 1 時間以上かかる場合があります。 

技術的なヒント

パッケージは、パッケージの依存関係に適切に対応するために、特定の順序で更新する必要があります。またパッ
ケージの更新は、システム更新の完了後に行います。DNA Center が依存関係を処理できるようにするには、イン
ストール済みのパッケージをすべて選択して一度に更新します。その他の場合は、『Installation Guide（インストー
ル ガイド）』[英語] を参照して、正しい順序でパッケージを更新してください。『Installation Guide（インストール ガ
イド）』[英語] では、ダウンロードが停止した場合に、Maglev CLI を使用してダウンロードを強制的に再試行する方
法も説明されています。

https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance%20Installation%20Guide&locale=enUS&tab=Cisco
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パッケージ タスクが完了するまで、[アクション（Actions）] メニューは使用できません。パッケージの [ステータス（Status）] が、
[更新待ち（Pending Update）]、[更新の準備中（Preparing Update）]、または [更新中（Updating）] でなくなったことを確認して
から次に進みます。

ステップ 28： パッケージのリスト内で、[自動化 - SD Access（Automation - SD Access）] の行を探して横にあるチェックボッ
クスをオンにし、[ステータス（Status）] がデフォルトの [未インストール（Not Installed）] のままになっている、インストールが必
要なその他のパッケージを選択します。

ステップ 29： 最上部の [アクション（Actions）] プルダウン メニューから [インストール（Install）] を選択し、[OK] をクリックし
ます。

インストール メッセージが表示され、画面が更新されて、更新されたインストール ステータスが表示されます。

パッケージがインストールされている間に（しばらくかかります）、Identity Services Engine ノードをインストールする次のプロ
セスを同時に進めることができます。

[自動化 - SD Access（Automation - SD Access）] パッケージのステータスが [実行中（Running）] になったら、更新されたその
他のパッケージと合わせて該当機能を使用できるようになり、インストール済みの ISE ノードとの統合を進めることができます。 

Identity Services Engine ノードのインストール

1. ISE サーバ イメージをインストールする

2. ISE ノードのロールを設定する

3. ISE ノード 2 を登録しロールを設定する

プ
ロ
セ
ス

このガイドに記載されている SDA ソリューション 1.1 は、SD-Access ネットワーク専用の高可用性スタンドアロン設定で 
2 つの ISE ノードを使用し、DNA Center 管理に統合されます。最初の ISE ノードは、プライマリのポリシー管理ノード（PAN）
ペルソナとセカンダリのモニタリングおよびトラブルシューティング（MnT）ペルソナに設定されます。2 つ目の ISE ノードは、
セカンダリの PAN ペルソナおよびプライマリ MnT ペルソナに設定されます。どちらのノードにも、ポリシー サービス ノード
（PSN）ペルソナが設定されています。ISE ノードでは、pxGrid と External RESTful Services（ERS）も有効にします。
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表 2　ISE ノード設定

ISE ノード 1 ISE ノード 2

プライマリ PAN セカンダリ PAN

セカンダリ MnT プライマリ MnT

PSN PSN

pxGrid pxGrid

ERS サービス ERS サービス

技術的なヒント

ISE ソフトウェアが DNA Center と互換性を確保するにはバージョンの制約があります。既存の ISE インストール
と統合するには、まず、既存の ISE が、サポートされているバージョン以降で実行されている必要があります。この
検証に含まれていない ISE 統合オプションは、以前のバージョンの ISE のプロキシとして、新しい ISE インスタン
スを確立するためのものです

このガイド用に HA スタンドアロン モードで検証された ISE と DNA Center のバージョンは、「付録 A：製品リス
ト」にリストされています。cisco.com で「SD-Access Hardware and Software Compatibility Matrix（SD-Access 
ハードウェア/ソフトウェア互換性マトリックス）」を検索することで、推奨される新しいイメージを確認できます。

 手順 1 ISE サーバ イメージをインストールする

ステップ 1： 両方の ISE ノードで ISE イメージを起動してインストールします。

ステップ 2： 最初の ISE ノードのコンソールで、ログイン プロンプトに「setup」と入力し、Enter を押します。 

**********************************************

Please type ‘setup’ to configure the appliance

**********************************************

localhost login: setup

ステップ 3： プラットフォーム設定パラメータを入力します。 

Press ‘Ctrl-C’ to abort setup

Enter hostname[]: m29-ise1 

Enter IP address []: 10.4.49.30

Enter IP netmask[]: 255.255.255.0 

Enter IP default gateway[]: 10.4.49.1

Enter default DNS domain[]: ciscodna.net 

Enter Primary nameserver[]: 10.4.49.10 

Add secondary nameserver? Y/N [N]: N

https://search.cisco.com/search?query=SD-Access%20Hardware%20and%20Software%20Compatibility-Matrix
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Enter NTP server[time.nist.gov]: 10.4.0.1 

Add another NTP server? Y/N [N]: Y

Enter NTP server[time.nist.gov]: 10.4.0.2 

Add another NTP server? Y/N [N]: N

Enter system timezone[UTC]: UTC

Enable SSH service? Y/N [N]: Y

Enter username[admin]: admin

Enter password: [admin password]

Enter password again: [admin password]

Copying first CLI user to be first ISE admin GUI user…

Bringing up network interface... 

Pinging the gateway... 

Pinging the primary nameserver... 

Do not use ‘Ctrl-C’ from this point on... 

Installing Applications... 

 === Initial Setup for Application: ISE ===

別のインストール メッセージが表示され、サーバが再起動されます。

Rebooting...

ステップ 4： 適切なパラメータを使用して、2 番目の ISE ノードでステップ 2 と 3 を繰り返します。

システムが自動的に再起動され、Cisco ISE ログイン プロンプトが表示されます。 

localhost login:

 手順 2 ISE ノードのロールを設定する

ステップ 1： 最初の ISE ノードで、設定済みのユーザ名とパスワードを使用して Web ブラウザからログインし、情報メッセー
ジに同意します。

https://m29-ise1.ciscodna.net/ 
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ステップ 2： [管理（Administration）] > [システム（System）] > [導入（Deployment）] に移動し、情報メッセージに対して [OK] を
クリックします。

ステップ 3： ISE ノードのホスト名をクリックし、[ロール（Role）] で [プライマリにする（Make Primary）] をクリックします。

ステップ 4： [pxGrid] を選択し、[保存（Save）] をクリックします。

 手順 3 ISE ノード 2 を登録しロールを設定する

最初のノードで開始されたものと同じ ISE 管理セッションを使用して、追加の ISE ノードを統合します。
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ステップ 1： [管理（Administration）] > [システム（System）] > [導入（Deployment）] に再度移動してビューを更新し、[導入ノー
ド（Deployment Nodes）] セクションで [登録（Register）] をクリックします。 

2 番目の ISE ノードを導入に登録できる画面が表示されます。

ステップ 2： ISE 完全修飾ドメイン名 [ホストFQDN（Host FQDN）]（m29-ise2.ciscodna.net）、[ユーザ名（User Name）]
（admin）、[パスワード（Password）]（admin のパスワード）を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 3： 自己署名証明書を使用している場合は、[証明書をインポートして続行（Import Certificate and Proceed）] をクリッ
クします。自己署名証明書を使用していない場合は、証明書のインポートに関する説明に従ってこの登録をキャンセルし、前の
ステップに戻ります。
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ステップ 4： [ISEノードの登録 - ステップ2：ノードの設定（Register ISE Node - Step 2: Configure Node）] 画面の [モニタリ
ング（Monitoring）] でロールを [プライマリ（PRIMARY）] に変更し、最下部の [pxGrid] をオンにして、[送信（Submit）] をクリック
します。

ノード設定が保存されます。

ステップ 5： データがノードに同期され、2 番目のノードのアプリケーション サーバが再起動されることを示す通知に対して、
[OK] をクリックします。

2 番目のノードの同期と再起動は、完了するまで 10 分以上かかる場合があります。画面の更新ボタンをクリックして、ノードの
状態が [進行中（In Progress）] から [接続済み（Connected）] に変わったことを確認してから、次のステップに進みます。

ステップ 6： cisco.com で ISE のリリース ノートを確認し、インストールに必要なパッチをダウンロードします。ISE で [管理
（Administration）] > [システム（System）] > [メンテナンス（Maintenance）] > [パッチ管理（Patch Management）] に移動し、
[インストール（Install）] をクリック後、[参照（Browse）] をクリックしてパッチのイメージを確認し、[インストール（Install）] をク
リックしてパッチをインストールします。パッチはノードごとに順番にクラスタにインストールされ、各クラスタ ノードが再起動
されます。
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ステップ 7： ISE の Web インターフェイスが再度アクティブになったら、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [メン
テナンス（Maintenance）] > [パッチ管理（Patch Management）] に移動してパッチを選択し、[ノードのステータスを表示（Show 
Node Status）] を選択してパッチ インストールの進行状況を確認します。すべてのノードのステータスが [インストール済み
（Installed）] になるまで [更新（Refresh）] ボタンをクリックしてステータスを更新し、次のステップに進みます。

ステップ 8： [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] に移動後、左ペインで [ERS設定（ERS 
Settings）] に移動し、[プライマリ管理ノードのERS設定（ERS Setting for Primary Administration Node）] で [ERSの読み取り
/書き込みを有効化（Enable ERS for Read/Write）] を選択します。ダイアログボックスが表示されたら同意し、[その他すべての
ノードのERS設定（ERS Setting for All Other Nodes）] で [ERSの読み取りを有効化（Enable ERS for Read）] を選択して、[保存
（Save）] をクリックします。ダイアログボックスが表示されたらすべて同意します。
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ERS 設定が更新され、ISE を DNA Center に統合する準備が整います。

Identity Services Engine と DNA Center の統合

1. DNA Center 認証サーバとポリシー サーバを設定する

プ
ロ
セ
ス

ISE を DNA Center に対する認証サーバおよびポリシー サーバとして定義し、DNA Center から ISE に対する pxGrid 接続を
許可して ISE と DNA Center を統合します。統合によって、2 つのプラットフォーム間で、デバイス情報やグループ情報などの情
報共有が可能になります。また ISE によってネットワーク インフラストラクチャに適用されるポリシーを DNA Center から定義
できるようになります。

技術的なヒント

検証によって、DNA Center が ISE サーバと統合されたことが示されます。ISE を統合しないことも可能ですが、
Scalable Group Tag やグループベース ポリシーなどを使用したポリシー設定ができなくなります。また、自動化さ
れないため、VN にエッジ ポートを手動で割り当てる必要があります。これは検証の対象ではありません。
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 手順 1 DNA Center 認証サーバとポリシー サーバを設定する

ステップ 1： DNA Center の Web インターフェイスにログインし、右上隅にある歯車アイコンをクリックして、[システム設定
（System Settings）] に移動します。

 

ステップ 2： [設定（Settings）] > [認証サーバとポリシーサーバ（Authentication and Policy Servers）] に移動し、[+ 追加（+ Add）] 
ボタンをクリックします。

技術的なヒント

ISE インストール統合の次のステップは、高可用性スタンドアロン ISE 導入（検証済み）でも分散 ISE 導入でも同
じです。選択した共有秘密鍵は、AAA サーバとの通信に使用するネットワーク内のデバイスで使用されている共
有秘密鍵と一致している必要があります。ユーザ名とパスワードは、DNA Center が ISE との通信に使用します。
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ステップ 3： [AAA/ISEサーバの追加（Add AAA/ISE SERVER）] 画面で、ISE ノード 1（プライマリ PAN）の [サーバIPアドレス
（Server IP Address）]（例：10.4.49.30）と [共有秘密鍵（Shared Secret）] を入力します。[Cisco ISE] セレクタを切り替えます。
ISE の [ユーザ名（Username）]（例：admin）と ISE の [パスワード（Password）] を入力し、[FQDN] に ISE の完全修飾ドメイン
名を入力します（送信時に DNS ルックアップによって確認。ISE に対するブラウジング セッションからカットアンドペーストする
ことを推奨）。[サブスクライバ名（Subscriber Name）]（例：dnac）を入力し、SSH キーを空白にして、[適用（Apply）] をクリックし
ます。

通信の確立時に、DNA Center でステータスが [処理中（INPROGRESS）] と表示されます。ISE との通信が確立され、サーバ
のステータスが [アクティブ（ACTIVE）] と表示されるまで、[更新（Refresh）] ボタンをクリックします。通信が確立されない場
合は、ISE から報告された情報を示すエラー メッセージが表示されます。表示された問題に対応してから続行します。通信ス
テータスは、歯車アイコンをクリックして、[システム設定（System Settings）] > [システム360（System 360）] に移動して確認
することもできます。[外部ネットワークサービス（External Network Services）] に、Cisco ISE サーバのステータスが [使用可能
（Available）] と表示されます。

通信が確立すると、DNA Center が ISE との pxGrid セッションを要求します。

ステップ 4： ISE にログインして、[管理（Administration）] > [pxGridサービス（pxGrid Services）] に移動します。

dnac という名前のクライアントの [ステータス（Status）] 列に [保留中（Pending）] と表示されます。
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ステップ 5： dnac の横のチェックボックスをオンにし、リストの上の [承認（Approve）] をクリックし、[はい（Yes）] をクリックし
て確定します。

 

成功メッセージが表示され、[保留中（Pending）] のステータスが [オンライン（XMPP）（Online (XMPP)）] に変わります。統合が
アクティブかどうかは、クライアントのビューを展開し、2 つのサブスクライバである Core と TrustSecMetaData を表示して確
認することもできます。

拡張可能グループが ISE に作成された後に ISE が DNA Center と統合された場合は、DNA Center にログインし、[ポリシー
（Policy）] > [レジストリ（Registry）] > [拡張可能グループ（Scalable Groups）] に移動すれば、デフォルトのグループに加えて既
存の ISE グループを確認できます。既存の ISE ポリシーは DNA Center には移行されません。

SD-Access ワイヤレス LAN コントローラのインストール

1. スタートアップ ウィザードを使用して WLC Cisco AireOS プラットフォームを設定する

2. タイム ゾーンを設定するプ
ロ
セ
ス

この導入では、WLC をネイティブの統合による SD-Access ワイヤレス接続専用にします。『Campus LAN and Wireless LAN 
Design Guide（キャンパス LAN およびワイヤレス LAN 設計ガイド）』[英語] に示すように、WLC は、リンク アグリゲーションを
使用して、SD-Access ファブリック外部の冗長化されたレイヤ 2 共有サービス ディストリビューション層に接続します。このガ
イドは、HA SSO 冗長性を備えた Cisco WLC のペアを設定するために使用します。設定手順を開始する前に、すべてのネット
ワーク接続を確立しておく必要があります。

技術的なヒント

SD-Access 1.1 ソリューションでは、レイヤ 2 ブロードキャスト フラッディングや不明なマルチキャスト トラ
フィックを発生させずに、WLAN に使用されるレイヤ 2 オーバーレイ内の IP フレームだけをトランスポートでき
ます。ARP は、ファブリック エッジからのブロードキャストがなくても、MAC-to-IP アドレス テーブルのルックアッ
プにファブリック コントロール プレーンを使用して機能します。非 IP フレームのトランスポートとレイヤ 2 のフ
ラッディングの最新のサポート状況については、ご使用のソフトウェア バージョンのリリース ノートで確認してく
ださい。

https://cvddocs.com/fw/120C-prime
https://cvddocs.com/fw/120C-prime
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技術的なヒント

「付録 A：製品リスト」に示すソフトウェア リリースの WLAN と Catalyst 6800 シリーズ ファブリック ボーダー 
デバイスを使用する場合は、必要なレイヤ 2 WLAN コントロール プレーンをサポートする、別のコントロール 
プレーン デバイスを使用します。Catalyst 6800 シリーズにおける WLAN レイヤ 2 コントロール プレーンの
サポートに対する変更については、リリース ノートを参照してください。

 手順 1 スタートアップ ウィザードを使用して WLC Cisco AireOS プラットフォームを設定する

CLI スタートアップ ウィザードを使用して初期設定を行います。 

WLC の電源を投入すると、WLC コンソールに次のように表示されます。表示されない場合は、スタートアップ ウィザードに最
初の質問が表示されるまで「-」（ダッシュ）を繰り返し入力します。

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool 

Use the ‘-‘ character to backup 

ステップ 1： 自動インストール プロセスを終了します。

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: YES

ステップ 2： システム名を入力します。 

System Name [Cisco_7e:8e:43] (31 characters max): SDA-WLC-1

ステップ 3： 管理者のユーザ名とパスワードを入力します。 

技術的なヒント

パスワードには、小文字、大文字、数字、特殊文字のうち少なくとも 3 つを使用します。

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin

Enter Administrative Password (24 characters max): [password] 

Re-enter Administrative Password                 : [password] 

ステップ 4： サービス ポート インターフェイス アドレスに DHCP を使用します。 

Service Interface IP address Configuration [static] [DHCP]: DHCP

ステップ 5： リンク アグリゲーション（LAG）を有効にします。

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: YES
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ステップ 6： 管理インターフェイスの IP アドレス、マスク、デフォルト ルータを入力します。HA SSO ペアのセカンダリ コント
ローラの IP アドレスは、セカンダリ WLC がプライマリ コントローラから設定をダウンロードして HA コントローラ ペアのメン
バーになるまでの間だけ一時的に使用されます。 

Management Interface IP Address: 10.4.174.26

Management Interface Netmask: 255.255.255.0

Management interface Default Router: 10.4.174.1

ステップ 7： 管理インターフェイスの VLAN ID を設定します。

Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 164

ステップ 8： 管理インターフェイスのポート番号を設定します。

Management Interface Port Num [1 to 5]: 1

ステップ 9： クライアントの DHCP サーバを入力します（例：10.4.48.10）。 

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.4.48.10 

ステップ 10： HA SSO を有効にします。

Enable HA (Dedicated Redundancy Port is used by Default)[yes][NO]: YES

HA コントローラ ペア内にプライマリ コントローラを設定する場合は、次の値を使用します。

Configure HA Unit [PRIMARY][secondary]: PRIMARY

Redundancy Management IP Address: 10.4.174.126

Peer Redundancy Management IP Address: 10.4.174.127

HA コントローラ ペア内にセカンダリ コントローラを設定する場合は、次の値を使用します。

Configure HA Unit [PRIMARY][secondary]: SECONDARY

Redundancy Management IP Address: 10.4.174.127

Peer Redundancy Management IP Address: 10.4.174.126

ステップ 11： WLC では、モビリティ DHCP リレー、ゲスト Web 認証、コントローラ間通信に、仮想インターフェイスを使用し
ます。組織のネットワークで使用されていない IP アドレスを入力します。 

Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1

ステップ 12： 各 AP が WLC からの IP マルチキャスト フローにサブスクライブするために使用する、マルチキャスト アドレ
スを入力します。このアドレスは、multicast-multicast という IP マルチキャスト配信方法を設定する場合のみ使用されます。

Multicast IP Address: 239.1.1.1

技術的なヒント

マルチキャスト アドレスは、ネットワーク内の各コントローラまたは HA ペアに対して一意である必要があります。
入力されたマルチキャスト アドレスは、コントローラに登録されたアクセス ポイントがワイヤレス ユーザベース
のマルチキャスト ストリームを受信するための、送信元マルチキャスト アドレスとして使用されます。
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ステップ 13： デフォルトのモビリティ/RF グループの名前を入力します。（例：CAMPUS）

Mobility/RF Group Name: SDA-CAMPUS

ステップ 14： データ WLAN の SSID を入力します。これは、後の導入プロセスで使用します。 

Network Name (SSID): SDA-Data

ステップ 15： DHCP ブリッジ モードを無効にします。

Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: NO

ステップ 16： DHCP スヌーピングを有効にします。

Allow Static IP Addresses [YES][no]: NO 

ステップ 17： この時点では RADIUS サーバを設定しないでください。後で GUI を使用して設定します。 

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: NO

Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.

Please see documentation for more details.

ステップ 18： WLC の導入先の国コードを入力します。 

Enter Country Code list (enter ‘help’ for a list of countries) [US]: US

ステップ 19： すべてのワイヤレス ネットワークを有効にします。

Enable 802.11b network [YES][no]: YES

Enable 802.11a network [YES][no]: YES

Enable 802.11g network [YES][no]: YES

ステップ 20： Radio Resource Management（RPM）自動 RF 機能を有効にします。 

Enable Auto-RF [YES][no]: YES

ステップ 21： WLC の時計を組織の NTP サーバに同期させます。 

Configure a NTP server now? [YES][no]:YES

Enter the NTP server’s IP address: 10.4.0.1

Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 86400

ステップ 22： IPv6 は設定しません。

Would you like to configure IPv6 parameters[YES][no]:NO

ステップ 23： 設定が正しいことを確認します。WLC で設定が保存され、自動的にリセットされます。 

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: YES

Configuration saved!

Resetting system with new configuration…
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Enter を押すか、no と入力すると、システムが設定を保存せずにリセットしてしまうので、この手順を再び完了する必要があり
ます。 

WLC がリセットされ、User: ログイン プロンプトが表示されます。 

(Cisco Controller)

Enter User Name (or ‘Recover-Config’ this one-time only to reset configuration to 
factory defaults)

User:

ステップ 24： セカンダリ WLC についてもステップ 1 からステップ 23 までを繰り返します。

HA SSO ペアのセカンダリ WLC がリセットされると、手動の設定プロセスが完了します。WLC HA SSO ペアのすべての設定
がプライマリ WLC で行われ、セカンダリ WLC に自動的に複製されます。

 手順 2 タイム ゾーンを設定する

WLC の日付と時刻を設定することは、証明書の正しい検証に不可欠です。日付と時刻が正しくないと、アクセス ポイントが 
WLC に正常に登録されません。 

ステップ 1： 手順 1 のステップ 3 で作成したクレデンシャルを使用して、Web ブラウザから Cisco WLC 管理 Web ページに
ログインします（例：https://10.4.174.26）。

ステップ 2： ページ上部の [詳細（Advanced）] をクリックします。

ステップ 3： [コマンド（Commands）] > [時刻の設定（Set Time）] に移動します。

ステップ 4： [ロケーション（Location）] リストで、WLC の場所に対応するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 5： [タイムゾーンの設定（Set Time zone）] をクリックし、[OK] をクリックします（続行すると予定されていたシステム 
リセットがキャンセルされると表示された場合）。 

コントローラの検出準備が整い、DNA Center セットアップとの統合が可能になります。

https://10.4.174.26
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SD-ACCESS の導入

DNA Center を使用したネットワーク検出と初期設計

1. ネットワーク サイトを作成する

2. 検出と管理用のデバイス クレデンシャルを追加する

3. アンダーレイ ネットワーク デバイスの管理を設定する

4. ルーテッド アクセス接続用にアンダーレイ ネットワーク リンクを設定する

5. ボーダーで外部ルータ ネイバーとのルーティング接続を有効にする

6. 共有サービス サブネットをアンダーレイ IGP に再配布する

7. 外部フュージョン ルータでボーダー ネイバーとの接続を有効にする

8. 管理対象外中間デバイスの MTU を設定する

9. ネットワーク デバイスを検出して管理する

10. インベントリ内のデバイスのソフトウェア イメージを管理する

11. ソフトウェア イメージ管理を使用してデバイス ソフトウェアを更新する

プ
ロ
セ
ス

DNA Center を使用して、サイトのネットワーク階層を作成します。この階層には、追加のサイトまたはサイト内の建物およびフ
ロアを含めることができます。設定するデバイスを建物にマッピングします。

 手順 1 ネットワーク サイトを作成する

ステップ 1： DNA Center にログインします。App Launcher のホーム ページの [設計（Design）] で、[ネットワークにサイトロ
ケーションを追加（Add site locations on the network）] を選択します。 
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ステップ 2： [サイトの追加（Add Site）] をクリックし、ツールを使用してネットワーク設計を開始します。

ステップ 3： 必要に応じて手順を繰り返してサイトと建物を追加し、組織に適した階層を作成します。作成した建物の横にある
歯車アイコンを使用して、ワイヤレスのプロビジョニングで使用するフロアを追加します。DXF、DWG、JPG、GIF、または PNG 形
式のフロア マップ図がある場合は、ワイヤレス導入の際に AP ロケーションとカバレッジがわかり有益なため、定義したフロア
に追加します。『Software-Defined Access Design Guide（SD-Access 設計ガイド）』に示されている最大数まで、何百ものサイ
トを追加することができます。

https://cvddocs.com/fw/250-prime
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 手順 2 検出と管理用のデバイス クレデンシャルを追加する

DNA Center とデバイス間に IP 接続が確立され、デバイスの管理に必要な CLI および SNMP クレデンシャルが DNA Center 
に設定されている場合、SD-Access アンダーレイ ネットワークで使用するデバイスを、既存のネットワークから検出して管理
することができます。LAN 自動化を使用し、シスコ ネットワーク プラグ アンド プレイ（PnP）によって初期接続を確立する場合
には、クレデンシャルは、Catalyst 9500 シリーズ スイッチなど、サポートされているシード デバイスへのアクセスにも使用さ
れます。

設計で作成されたサイト階層のスコープを管理するための、デバイス クレデンシャルを追加します。デバイス クレデンシャル
により、ネットワークの検出と管理が可能になります。

ステップ 1： [設計（Design）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [デバイスクレデンシャル（Device Credentials）] に移
動後、左ペインでサイト階層の適切なレベルを選択し（階層全体で共通のクレデンシャルの場合は [グローバル（Global）] を選
択）、ポップアップ アラートを確認します。

ステップ 2： [CLIクレデンシャル（CLI Credentials）] セクションの上部にある [追加（Add）] をクリックし、[名前/説明（Name/
Description）]（例：IOS デバイス）、[ユーザ名（Username）]、[パスワード（Password）]、[イネーブルパスワード（Enable 
Password）] の各フィールドに入力して [OK] をクリックします。
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注意

ISE を AAA サーバとして使用している場合は、デバイスの CLI クレデンシャルのユーザ名として admin を使用し
ないでください。admin を使用すると、ISE 管理者ログインとユーザ名の競合が生じ、デバイスへのログインができ
なくなる場合があります。

ステップ 3： [SNMPクレデンシャル（SNMP Credentials）] セクションの上部で、更新する SNMP クレデンシャル タイプを選択
し（例：[SNMPV2C読み取り（SNMPV2C Read）]）、[追加（Add）] をクリックして、更新するクレデンシャルの行のオプション ボタ
ンをオンにします（1 行ごとに 1 つのクレデンシャル）。クレデンシャルの詳細を入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 4： 階層で必要なクレデンシャルについてステップ 2 とステップ 3 を繰り返します。[CLIクレデンシャル（CLI 
Credentials）] と、[SNMPV2C読み取り（SNMPV2C Read）] と [SNMPV2C書き込み（SNMPV2C Write）] の両方が、最も一般的
な要件です。

ステップ 5： 割り当てられた CLI および SNMP クレデンシャルそれぞれについて、オプションを切り替えるものを含め（例：
[SNMPV2C書き込み（SNMPV2C Write）]）、横にあるオプション ボタンをすべてオンにし、[デバイスクレデンシャル（Device 
Credentials）] 画面下部にある [保存（Save）] をクリックします。

[共通設定が作成されました（Created Common Settings successfully）] という確認メッセージが表示されます。これでネット
ワークの検出と管理に使用するデバイス クレデンシャルが、DNA Center で使用できるようになりました。

 手順 3 アンダーレイ ネットワーク デバイスの管理を設定する

復元力と帯域幅を最大にするには、各デバイスでループバック インターフェイスを使用し、DNA Center のインバンド検出およ
び管理用にレイヤ 3 接続を有効にします。以下の手順で、デバイス間のポイントツーポイント イーサネット接続を設定します。
ルーティング プロトコルには IS-IS を使用し、デバイス ループバック インターフェイスに対するデバイス設定には SSHv2 と 
SNMPv2c を使用します。
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ステップ 1： デバイス CLI を使用して、デバイスを簡単に識別できるホスト名を設定します。

hostname [hostname]

ステップ 2： ローカル ログインとパスワードを設定します。

username dna privilege 15 secret [user password]

enable secret [enable password]

service password-encryption

ステップ 3： CLI 管理アクセスのための方法として、セキュア シェル（SSH）を設定します。

ip ssh version 2

line vty 0 15

  login local

  transport input ssh

  transport preferred none

ステップ 4： Simple Network Management Protocol（SNMP）を有効にし、DNA Center に入力されたクレデンシャルに一致
する、読み取り専用と読み取り/書き込み両方のコミュニティ ストリングを使用して、SNMPv2c を設定します。

snmp-server community [SNMP read-only name] ro 

snmp-server community [SNMP read-write name] rw 

ステップ 5： イーサネット ジャンボ フレームをサポートするようにスイッチを設定します。MTU を選択する際は、ファブリック 
ヘッダーの追加分や他のスイッチで設定されている最大値との互換性を考慮します。設定やトラブルシューティングのことをふ
まえ、概数を使用するのが便利です。

system mtu 9100

ステップ 6： スイッチのループバック アドレスを設定します。

interface Loopback0

 ip address [Device loopback IP address] 255.255.255.255

 手順 4 ルーテッド アクセス接続用にアンダーレイ ネットワーク リンクを設定する

オプション

アンダーレイ ネットワークをすでにルーテッド アクセス ネットワークとして設定している場合、または、アンダーレイ ネット
ワーク設定が自動化されている場合はこの手順をスキップしてください。
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ステップ 1： アンダーレイ ネットワーク インフラストラクチャ内でスイッチ接続を設定します。ファブリック アンダーレイ内の
ネイバー スイッチに対するすべてのリンクについて、この手順を繰り返します。デバイスをファブリック ボーダー ノードとして
プロビジョニングし、ファブリックからインフラストラクチャの残りの部分に向けたハンドオフ インターフェイスとして接続を使
用する場合は、代わりに次の手順を実行します。

interface TenGigabitEthernet1/0/1

 no switchport

 ip address [Point-to-point IP address] 255.255.255.254

ステップ 2： IP ルーティングを有効にし、スイッチで IS-IS ルーティング プロトコルを有効にします。

! ip routing is not enabled by default for many switches

ip routing

router isis

 net 49.0001.0100.0400.0001.00

 metric-style wide

 nsf ietf

 ispf level-1-2

 passive-interface loopback0

 log-adjacency-changes

技術的なヒント

IS-IS では、ループバック IP アドレスを固有の NET、またはシステム ID に組み込むことが一般的な規則になって
います。たとえば、ループバック IP アドレス 10.4.32.1（010.004.032.001）は 0100.0403.2001 になり、末尾に 
.00 が、先頭にエリア ID（49.0001）が付加され、その結果 NET は、49.0001.0100.0403.2001.00 になります。

ステップ 3： 次の手順で設定するボーダー ハンドオフ インターフェイスを除き、アンダーレイで設定されたすべてのインフラ
ストラクチャ インターフェイスで IS-IS ルーティングを有効にします。ループバック インターフェイスを有効にすることで管理 
IP アドレスを共有し、物理インターフェイスを有効にすることで、接続したインフラストラクチャとルーティング情報を共有でき
ます。

interface Loopback0

 ip router isis

interface range TenGigabitEthernet1/0/1-2 , TenGigabitEthernet2/0/1-2

 ip router isis
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 手順 5 ボーダーで外部ルータ ネイバーとのルーティング接続を有効にする

アンダーレイ ネットワークがすでにルーテッド アクセス ネットワークとして設定されていて、ネットワークのその他の部分と 
BGP によって統合されている場合は、この手順をスキップしてください。 

ボーダー ノード デバイスをネットワークに接続するには、VRF-lite を使用して設定されたインターフェイス間の接続を確立し
ます。VRF-lite は 802.1Q VLAN タギングを使用して VRF を分離します。DNS、DHCP、WLC など、ボーダー ノードの外部で利
用できる共通のネットワーク サービスを接続します。DNA Center が SD-Access ネットワーク ノードに直接接続されていな
い場合は、既存のエンタープライズ ネットワークをボーダーでアンダーレイに拡張することで DNA Center 管理を行います。追
加のプロビジョニングを行うには、DNA Center との接続が必要になります。

複数の仮想ネットワークとグローバル ルーティング インスタンス間のルーティングを処理する外部デバイスは、それらのネット
ワークのフュージョン ルータとして機能します。接続の分離は、ボーダーに対する 802.1Q タギング機能を備えたインターフェ
イスを使用して接続された VRF によって維持されます（VRF-lite）。BGP を使用してアンダーレイ接続を確立することで、DNA 
Center はリンクを使用して初期の検出と設定を管理できます。さらに、オーバーレイ VN 接続での必要に応じて追加されたタ
グと BGP セッションによって強化された同じリンクを使用できます。

ステップ 1： 各ボーダー ノードで、Catalyst 9000、3800、6800 シリーズ スイッチなどの VLAN トランク インターフェイスを
サポートするスイッチを設定する場合は、接続されたインターフェイスのトランクに専用 VLAN を設定し、フュージョン ルータ
に対するルート ピアリング用のアンダーレイ接続を確立する必要があります。

vlan 100

interface vlan100

 ip address [IP address] [netmask]

 no shutdown

interface FortyGigabitEthernet1/0/24

 switchport

 switchport mode trunk

 switchport trunk allowed vlan add 100

 no shutdown

ステップ 2： 各ボーダー ノードで、802.1Q VLAN タギングをサポートする ASR または ISR ルータなどのデバイスを設定する
場合は、スイッチ トランク インターフェイスの代わりに、代替のサブインターフェイス設定を使用して、フュージョン ルータに対
するアンダーレイ接続を確立します。

interface TenGigabitEthernet0/1/0

 no shutdown

!

interface TenGigabitEthernet0/1/0.100

 encapsulation dot1Q 100

 ip address [IP address] [netmask]

 no shutdown
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ステップ 3： アンダーレイ デバイスを相互接続する手順をスキップした場合は、すべての冗長ボーダー ノードを、アンダーレ
イ通信用、さらにその後の BGP ピアリング用に、少なくとも 1 つのルーテッド インターフェイスに接続します。IS-IS プロトコ
ルに統合する設定を示します。ボーダー ノードを接続しているインターフェイスごとにこの手順を繰り返します。

interface FortyGigabitEthernet1/0/23

 no switchport

 ip address [Point-to-point IP address] 255.255.255.254

 ip router isis

no shutdown

ステップ 4： フュージョン ルータに対する BGP ルーティングを有効にすることで、ファブリック外部のネットワークを接続し、イ
ンターフェイスを接続するために BGP をアクティブにします。BGP を使用することで、アンダーレイ ネットワーク デバイスに
対する DNA Center 管理アクセスが可能になります。また、インターフェイスでの仮想ネットワークのプロビジョニングが促進
され、ネットワーク接続の中断が最小になります。ボーダー ノードごとにこの手順を繰り返します。

router bgp [underlay AS number]

 bgp router-id [loopback 0 IP address]

 bgp log-neighbor-changes

! fusion router is an eBGP neighbor

 neighbor [fusion interface IP address] remote-as [external AS number]

! redundant border is an iBGP neighbor

 neighbor [redundant border Lo0 address] remote-as [underlay AS number]

 neighbor [redundant border Lo0 address] update-source Loopback0

 !

 address-family ipv4

  network [Lo0 IP address] mask 255.255.255.255

 ! advertise underlay IP network summary in global routing table

  aggregate-address [underlay IP network summary] [netmask] summary-only

  redistribute isis level-2

  neighbor [fusion interface IP address] activate

  neighbor [redundant border Lo0 address] activate

  maximum-paths 2

 exit-address-family
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 手順 6 共有サービス サブネットをアンダーレイ IGP に再配布する

AP が WLC に到達するためにアンダーレイのデフォルト ルートを使用することはできません。AP が接続する各ノードのグ
ローバル ルーティング テーブルには、接続を確立するために、WLC IP アドレスに対するより明確なルート（/24 サブネットや 
/32 ホスト ルートなど）を指定する必要があります。BGP で必要な WLC および DHCP 共有サービスについて、アンダーレイ 
ネットワークに対する、より明確なルートを許可します（例：10.4.174.0/24、10.4.48.0/21）。その場合、以下の手順で、ボーダー
からアンダーレイ IGP ルーティング プロセスに共有サービス ルートを再配布します。このプロセスによって、使用されるプレ
フィックスが BGP ルーティング テーブルのプレフィックスと一致します。

ステップ 1： それぞれのボーダー ノードに接続し、共有サービスで使用するサブネット用に、プレフィックス リストとルート 
マップを追加します。

ip prefix-list SHARED_SERVICES_NETS seq 5 permit 10.4.48.0/21

ip prefix-list SHARED_SERVICES_NETS seq 10 permit 10.4.174.0/24

route-map GLOBAL_SHARED_SERVICES_NETS permit 10

 match ip address prefix-list SHARED_SERVICES_NETS

ステップ 2： 各ボーダー ノードで、プレフィックスをアンダーレイ ルーティング プロトコルに再配布します。この例では ISIS を
想定しています。

router isis

 redistribute bgp [underlay AS number] route-map GLOBAL_SHARED_SERVICES_NETS 
metric-type external

 手順 7 外部フュージョン ルータでボーダー ネイバーとの接続を有効にする

SD-Access ファブリック ボーダー ルータに接続されたフュージョン ルータでは、前の手順で設定したボーダー ルータに適合
する BGP 接続用の CLI 設定が必要です。ボーダーに接続されているそれぞれの外部フュージョン ルータ デバイスで、この手
順に従います。 

ステップ 1： ボーダーとの初期の管理接続用に、それぞれの外部フュージョン ルータで、VRF、ルート識別子、ルート ターゲット
を作成します。

vrf definition VRF-GLOBAL

 rd 100:100

 !

 address-family ipv4

  route-target export 100:100

  route-target import 100:100

exit-address-family
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ステップ 2： 外部フュージョン ルータから SD-Access ファブリック ボーダーに対する接続ごとに、インターフェイス、VLAN 
タグ付きサブインターフェイス、IP アドレッシングを有効にします。この例では、サブインターフェイスのあるルータで 802.1Q 
VLAN タギングを使用しています。トランク ポート設定を必要とするスイッチでは、先に設定した反対側のスイッチと一致させ
ます。

interface TenGigabitEthernet0/1/7

 description to Border

 mtu 9100

 no ip address

interface TenGigabitEthernet0/1/7.100

 encapsulation dot1Q 100

 vrf forwarding VRF-GLOBAL

 ip address [IP network] [netmask]

フュージョン ルータとボーダー ノード間の 802.1Q タグ付き接続の VLAN（例：100）で、IP 接続が有効になりました。

ステップ 3： 複数のリンクを使用して接続する際に、ネットワークの他の部分で使用される IGP と BGP 間で再配布する場合
に、ルートにタグ付けし、ルーティング ループを回避するために、ルート マップを作成します。IGP は対象に応じて異なります。
この例では EIGRP の場合を示しています。これで、IS-IS から BGP、EIGRP へのルーティング接続が完了します。

route-map RM-BGP-TO-EIGRP permit 10

 set tag 100

!

route-map RM-EIGRP-TO-BGP deny 10

 match tag 100

route-map RM-EIGRP-TO-BGP permit 20

ステップ 4： 冗長フュージョン ルータからボーダー ノードへの BGP ピアリングを有効にし、フュージョン ルータを超えたネッ
トワークへの到達に使用する IGP を再配布します。

router bgp [external AS number]

 bgp router-id [loopback IP address]

 bgp log-neighbor-changes

 !

address-family ipv4 vrf VRF-GLOBAL

  redistribute eigrp 100 route-map RM-EIGRP-TO-BGP

  neighbor [redundant fusion IP] remote-as [external AS number]

  neighbor [redundant fusion IP] activate

  neighbor [border IP address] remote-as [underlay AS number]

  neighbor [border IP address] activate

  maximum-paths 2

  default-information originate

 exit-address-family
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ステップ 5： BGP を IGP に再配布し、到達可能性を確保します。IGP は対象に応じて異なります。この例では、名前付きモード
の EIGRP 用の IGP を示しています。

router eigrp LAN

 !

 address-family ipv4 unicast vrf VRF-GLOBAL autonomous-system 100

  topology base

   redistribute bgp [external AS number] metric 1000000 1 255 1 9100 route-map 
RM-BGP-TO-EIGRP

  exit-af-topology

  network [external IP network address] [netmask]

  eigrp router-id [loopback IP address]

 exit-address-family

 手順 8 管理対象外中間デバイスの MTU を設定する

オプション

DNA Center がファブリック ドメイン内のすべてのデバイスを管理できるのは利点です。DNA Center はすでにファブリック 
エッジ ノードとボーダー ノードを管理しています。ただし、ファブリック内に、DNA Center によって管理されない中間デバイス
がある場合（例：DNA Center でハードウェアまたはソフトウェアがサポートされていない場合）でも、それらのデバイスは、中継
ファブリック中間ノードを通じて SD-Access トラフィックをトランスポートするための要件に適合する必要があります。主な要
件は次のとおりです。

• 他のファブリック アンダーレイ ドメイン デバイス内のルーティングにアクティブに参加する必要があるレイヤ 3 デバイス
である。

• ファブリック カプセル化技術によって得られるジャンボ フレームをトランスポートできる必要がある。

管理対象外のファブリック中間ノード デバイスでは、適切な MTU（例：9100）を設定し、アンダーレイ内の他のデバイスとの
ルーティングを手動で設定する必要があります。この状況に対応する設定ガイダンスはデバイス固有であるため、このガイドで
は扱っていません。

 手順 9 ネットワーク デバイスを検出して管理する

DNA Center とデバイス間に IP 接続が確立され、デバイスの管理に必要な CLI および SNMP クレデンシャルが DNA Center 
に設定されている場合、SD-Access アンダーレイ ネットワークで使用するデバイスを、ネットワークから検出して管理すること
ができます。以下の手順は、ネットワーク デバイスのスキャン対象とする 1 つまたは複数の IP アドレス範囲を指定して、検出
を開始する方法を示しています。検出時間には制約があります。または、検出対象の最初のデバイスを指定し、DNA Center が 
Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して、接続されたネイバーを検出するようにすることもできます。

ステップ 1： メインの DNA Center ダッシュボードの最下部の [ツール（Tools）] セクションで、[検出（Discovery）] をクリックし、
[検出名（Discovery Name）] を入力して、[範囲（Range）] をクリックします。IP ループバック アドレスの開始/終了アドレスを [IP
範囲（IP Ranges）] に入力します（1 つのアドレスを範囲とする場合は、開始と終了の両方に対象のアドレスを入力します）。[優
先管理IP（Preferred Management IP）] で[+]（プラス記号）をクリックし、[ループバックを使用（Use Loopback）] を選択します。
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ステップ 2： 範囲を追加する場合は、追加する範囲を [IP範囲（IP Ranges）] セクションに入力し、[+]（プラス記号）をクリックし
て、検出に使用するクレデンシャルを確認し、[開始（Start）] をクリックします。

検出の詳細が表示され、検出が開始されます。経過表示バーにステータスが表示されます。検出中にページ上部のデバイス数
アイコンをクリックすると、デバイスが検出される過程を確認できます。

ステップ 3： 検出エラーが発生した場合は、デバイス リストを確認して問題を解決してから、それらのデバイスの検出を再開し
ます。 
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ステップ 4： 検出プロセスが正常に完了したら、メインの DNA Center ダッシュボードに移動して、[ツール（Tools）] セクション
の [インベントリ（Inventory）] をクリックします。検出されたデバイスが表示されます。インベントリ収集が完了すると、デバイス
のステータスが [管理対象（Managed）] になります。

これで、DNA Center からデバイスにアクセスしてインベントリを同期し、デバイスの設定を変更できるようになります。

 手順 10 インベントリ内のデバイスのソフトウェア イメージを管理する

SD-Access の機能をすべて活用するために、DNA Center の SD-Access パッケージでは、プロビジョニングされるデバイ
スについて最小のソフトウェア バージョン要件が設定されています。DNA Center に組み込まれたソフトウェア イメージ管理
機能を使用して、推奨されるバージョンのイメージが動作していないデバイスをアップグレードできます。cisco.com で「SD-
Access Hardware and Software Compatibility Matrix（SD-Access ハードウェア/ソフトウェア互換性マトリックス）」を検索するこ
とで、推奨されるイメージを確認できます。検証で使用されるイメージは、「付録 A：製品リスト」にリストされています。

以下の手順で必要なイメージをインポートし、ゴールデン イメージとしてマークしてデバイスに適用することで、イメージのソ
フトウェア更新とソフトウェア メンテナンス アップデート（SMU）をデバイスに適用します。

ステップ 1： メインの DNA Center ダッシュボードに移動し、[設計（Design）]、[イメージリポジトリ（Image Repository）]、[+ イ
メージ/SMUのインポート（+ Import Image/SMU）] の順にクリックし、ファイルの場所を選択して [インポート（Import）] をクリッ
クします。

https://search.cisco.com/search?query=SD-Access%20Hardware%20and%20Software%20Compatibility-Matrix
https://search.cisco.com/search?query=SD-Access%20Hardware%20and%20Software%20Compatibility-Matrix
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DNA Center に対するイメージのインポートが開始されます。DNA Center を使用して導入するすべてのイメージについて、この
手順を繰り返します。DNA Center でまだ使用できないデバイス ファミリで使用されるイメージは、[未割り当て（Unassigned）] 
カテゴリに分類されます。インポートされたイメージがイメージ リポジトリ内にあり、導入可能であることを確認するには、イ
メージ インポート タスクの横に緑色のチェックマークが付くまで [タスクの表示（Show Tasks）] をクリックします。

ステップ 2： イメージが正常にインポートされたら、[更新（Refresh）] ボタンをクリックして、インポートされたイメージを利用
できるデバイス ファミリを更新します。次に [イメージ名（Image Name）] 列で、デバイス ファミリ用にリストされたイメージの
横にある下向き矢印をクリックし、[ゴールデンイメージ（Golden Image）] 列の星印をクリックして、プラットフォームで優先する
イメージをマークします。すべてのデバイスに適切なイメージのマークが付けられるまで、イメージのインポートとゴールドの
タグ付けを繰り返します。

 手順 11 ソフトウェア イメージ管理を使用してデバイス ソフトウェアを更新する

DNA Center では、ゴールドのマークが付いたイメージと照合して、インベントリでデバイスのコンプライアンス チェックを
実行します。ゴールデン イメージに対応していないデバイスには、インベントリで [旧版（Outdated）] とマークされます。ゴー
ルデン イメージとマークされたバージョンにイメージを更新します。インベントリ収集が正常に完了し、デバイスが [管理対象
（Managed）] 状態になったことを確認してから続行します。デバイス ソフトウェアを更新すると、ソフトウェア イメージのコ
ピーとアップグレードが 1 つの手順で処理されます。 

ステップ 1： [プロビジョニング（PROVISION）] > [デバイス（Devices）] > [インベントリ（Inventory）] に移動し、[旧版
（Outdated）] とマークされているすべてのデバイスを選択し、[アクション（Actions）] をクリックして [OSイメージの更新
（Update OS Image）] を選択します。
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ステップ 2： 更新するデバイスのリストを確認します。アップグレードのための適切なリソースがないデバイスには、フラグが
付けられます。問題を修正してから続行してください。

図 2　更新に利用できるフラッシュ メモリが不十分なデバイスの例

ステップ 3： 更新するすべてのデバイスを選択し、デフォルトの [今すぐ実行（Run Now）] を選択したまま [適用（Apply）] をク
リックし、リブートされるデバイスに関するポップアップ警告が表示されたら [OK] をクリックします。 

選択したデバイスにイメージが配布され、配布が完了した時点でデバイスがリブートされて新しいイメージがアクティブになり
ます。 

ステップ 4： [インベントリ（Inventory）] で [更新（Refresh）] をクリックすると、全体のアップグレード ステータスが表示されま
す。[アップグレードステータス（Upgrade Status）] をクリックすると、各タスクの詳細が表示されます。

DNA Center を使用した SD-Access ネットワークのプロビジョニング

1. サイトのネットワーク サービスを設定する

2. ネットワーク プロビジョニング用に IP アドレス プールを予約する

3. デバイスをプロビジョニングして、SD-Access 用にサイトに割り当てる

プ
ロ
セ
ス

デバイスと DNA Center の管理接続が確立され、SD-Access 対応の適切なソフトウェア バージョンが実行されるようになっ
たら、DNA Center を使用してネットワーク設定を定義し、SD-Access ネットワークに参加するロールを設定してデバイスをプ
ロビジョニングします。
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 手順 1 サイトのネットワーク サービスを設定する

ステップ 1： DNA Center 内のサイトで必要な、AAA、DHCP、DNS サービスを設定します。サービスがすべてのサイトで同じ
サーバを使用している場合は、グローバルに設定できます。グローバル設定は、階層の継承プロパティによって、すべてのサイト
に適用されます。個々のサイトの違いは、サイト単位で適用できます。以下の手順は、グローバル設定を示しています。

ステップ 2： DNA Center で [設計（DESIGN）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [ネットワーク（Network）] に移動し、
左ペインのサイト階層で該当するレベル（例：Global）を選択し、DHCP サーバの IP アドレス（例：10.4.49.10）を入力します。
[DNSサーバ（DNS Server）] の [ドメイン名（Domain Name）]（例：ciscodna.net）とサーバの [プライマリ（Primary）] IP アドレス
（例：10.4.49.10）を入力し、冗長サーバまたは追加サーバがあれば追加して、[保存（Save）] をクリックします。
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ステップ 3： ネットワーク サーバ タイプのリストの上にある [+ サーバの追加（+ Add Servers）] ボタンをクリックし、[AAA] 
チェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。

設定ペインが更新され、AAA サーバが利用可能な設定セクションとして表示されて、ネットワーク インフラストラクチャのデバ
イス管理と、インフラストラクチャに接続しているクライアント エンドポイントの両方について、AAA サービスを設定できるよう
になります。検証のために、ネットワーク インフラストラクチャとクライアント エンドポイント認証の両方について、高可用性ス
タンドアロン ISE ノードと RADIUS が合わせて使用されます。

ステップ 4： [ネットワーク（Network）] チェックボックスをオンにし、[ISE] と [RADIUS] 両方のオプション ボタンをオンにしま
す。[ネットワーク（Network）] で、プルダウンに事前に登録されている ISE サーバを選択し、表示された 2 つ目のプルダウンか
ら 2 番目の ISE サーバを選択します。
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ステップ 5： [クライアント/エンドポイント（Client/Endpoint）] チェックボックスをオンにし、[ISE] と [RADIUS] 両方のオプション 
ボタンをオンにします。[クライアント/エンドポイント（Client/Endpoint）] で、プルダウンに事前に登録されている ISE サーバを
選択し、表示された 2 つ目のプルダウンから 2 番目の ISE サーバを選択して、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6： サイト階層内で選択したレベルの AAA 用 ISE サーバ、DHCP サーバ、および DNS サーバは、すべてファブリック 
プロビジョニング中に使用できるように保存されます。

 手順 2 ネットワーク プロビジョニング用に IP アドレス プールを予約する

ステップ 1： DNA Center で IP アドレスを手動で割り当て、ネットワーク用に予約します。割り当てた IP アドレスは、API を利
用して IP アドレス マネージャ（IPAM; 例：Infoblox、Bluecat）を統合することで、IPAM にプッシュできます。オプションで、[システ
ム設定（System Settings）] > [設定（Settings）] > [IPアドレスマネージャ（IP Address Manager] に移動し、IPAM プロバイダー
の詳細をフォームに入力することでも、IPAM と統合することができます。

ステップ 2： 以下の手順は、IP アドレス プールを手動で定義し、ネットワーク内のサイトで使用されるプールを割り当てる方法
を示しています。これは、手動による設定と IPAM 設定の両方で行います。 

ステップ 3： IP アドレス プールの作成時にグローバル レベルを使用するのは、「付録 A：製品リスト」に示す検証済みバージョ
ンの DNA Center を使用する場合だけです。グローバル プールのサブセットは、サイト階層内の下位のレベルで予約できま
す。DHCP サーバで設定する DHCP スコープは、アドレス割り当てと、デバイスの動作に必要な追加の DHCP オプションをサ
ポートする必要があります。たとえば IP テレフォニー ベンダーによっては、デバイスを正常に機能させるために、特定の DHCP 
オプションの設定が必要になる場合があります。詳細は製品のドキュメントで確認できます。
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以下の表のグローバル アドレス プールは、検証の一環として追加されたものです。

表 3　グローバル アドレス プール

プール名 ネットワーク/マスク IP ゲートウェイ DHCP サーバ DNS サーバ

Border-Handoff 172.16.172.0/24 172.16.172.1 ̶ ̶

Access-Point 172.16.173.0/24 172.16.173.1 10.4.49.10 10.4.49.10

14-Underlay 10.4.14.0/24 10.4.14.1 10.4.49.10 10.4.49.10

14-Employee 10.101.114.0/24 10.101.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10

14-Phone 10.101.214.0/24 10.101.214.1 10.4.49.10 10.4.49.10

14-Things 10.102.114.0/24 10.102.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10

14-Guest 10.103.114.0/24 10.103.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10

ステップ 4： DNA Center に、ファブリック ボーダー ノード接続のプロビジョニング専用のグローバル プールを追加します。
[設計（DESIGN）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [IPアドレスプール（IP Address Pools）] に移動します。左側のサ
イト階層で [グローバル（Global）] を選択後、[+ IPプールの追加（+ Add IP Pool）] をクリックし、[IPプール名（IP Pool Name）]、
[IPサブネット（IP Subnet）]、[CIDRプレフィックス（CIDR Prefix）]、[ゲートウェイIPアドレス（Gateway IP address）] にそれぞ
れ入力します。プールにエンドポイント クライアントがある場合は、DHCP サーバと DNS サーバを割り当て、[オーバーラップ
（Overlapping）] をオフにして、[保存（Save）] をクリックします。
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サイト レベルと建物レベルでサブネットが含まれるグローバル IP プールを追加する場合は、この手順を繰り返します。プール
はグローバル プールのリストに追加されます。

 手順 3 デバイスをプロビジョニングして、SD-Access 用にサイトに割り当てる

デバイスをプロビジョニングしてサイトに割り当て、SD-Access ネットワークに統合します。ISE が更新されてプロビジョニング
をサポートします。

技術的なヒント

デバイスがプロビジョニングされると、割り当てられたサイトに適した、集中管理型 AAA サーバ設定を含むさまざ
まな設定を受け取ります。これはローカルのログイン クレデンシャルより優先されます。プロビジョニング後にデ
バイスの管理機能を維持するには、プロビジョニングに使用するクレデンシャルを、集中管理型 AAA サーバから
直接取得するか、Active Directory などの外部 ID ソースから取得する必要があります。



50 ページCisco Validated Design

導入の詳細

ステップ 1： ISE にログインし、[管理（Administration）] > [ID管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] に移動し、[+追
加（+Add）] をクリックします。[名前（Name）]（DNA Center の検出に使用した名前）および関連付けられている [ログインパス
ワード（Login Password）] と [パスワードの再入力（Re-Enter Password）] に入力して、画面下部にある [送信（Submit）] をク
リックします。

各デバイスに保存されているものと同じユーザ ID に加えて、ネットワーク管理ユーザ ログインが ISE から得られるようになり
ます。

ステップ 2： DNA Center で、[プロビジョニング（PROVISION）] > [デバイス（Devices）] > [インベントリ（Inventory）] に移動し、
SD-Access ネットワークにプロビジョニングするデバイスを選択して [アクション（Actions）] をクリック後、[プロビジョニング
（Provision）] をクリックします。

[デバイスのプロビジョニング（Provision Devices）] ウィザード画面が表示されます。

技術的なヒント

同時にプロビジョニングするデバイスは、同じタイプ（例：すべてスイッチ）である必要があります。一般的なサイト
割り当てでは、必要に応じて、プロビジョニング操作を複数の小さなバッチにグループ化できます。
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ステップ 3： 最初のウィザード画面で、デバイスのサイト割り当てを選択し、画面下部で [次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 4： [次へ（Next）] をクリックして [設定（Configuration）] 画面と [詳細設定（Advanced Configuration）] 画面をスキッ
プし、[サマリー（Summary）] 画面で各デバイスの詳細を確認して、[導入（Deploy）] をクリックします。

ステップ 5： ポップアップ画面で、デフォルトの [今すぐ（Now）] を選択したまま、[適用（Apply）] をクリックします。

各デバイスの設定が開始され、各デバイスが正常にプロビジョニングされたらステータス メッセージが表示されます。[デ
バイスインベントリ（Device Inventory）] 画面の [プロビジョニングステータス（Provision Status）] と [同期ステータス（Sync 
Status）] が更新されます。DNA Center と ISE を pxGrid で統合することで、ISE にもネットワーク デバイスが表示されます。
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ステップ 6： ISE にログインし、[管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイ
ス（Network Devices）] に移動して、ISE 統合機能を確認します。プロビジョニングされたデバイスが表示されます。

SD-Access ネットワークでセグメンテーションとポリシーを作成する

1. SD-Access ネットワークにオーバーレイ VN を追加する

2. SGT を使用してマイクロセグメンテーション ポリシーを作成するプ
ロ
セ
ス

SD-Access ネットワークを導入する前の設計で、組織のネットワーク セグメンテーション戦略を策定します。マクロ セグメン
テーションでは、ファブリック（VN）内で追加のオーバーレイ ネットワークを使用し、マイクロ セグメンテーションでは、拡張可
能グループ タグを使用して、ユーザまたはデバイス プロファイルのグループにポリシーを適用します。

セグメンテーションを使用してポリシーを適用した場合と同様の結果を、グループ ポリシーで簡単に実現できます。大学の例
では、学生と教職員のマシンのどちらにも、印刷リソースへのアクセスが許可されている場合があります。しかし学生用のマシ
ンは、教職員用のマシンと直接通信できず、印刷用デバイスは他の印刷用デバイスと直接通信できないようにする必要があり
ます。

その他の場合には、さらに高度な分離が必要になります。小売店の例では、POS マシンはビデオ監視ネットワーク インフラス
トラクチャと通信できず、建物の HVAC システムとも通信できないようにする必要があります。集中管理型サービスにアクセス
するために、ネットワークのエッジからネットワークのコアにまで分離を拡張する必要がある場合には、VN を使用したマクロ 
セグメンテーションが最適です。政府機関および業界のコンプライアンス要件や組織のリスク ポリシーに応じて、VN が使用さ
れることも多くなっています。

マクロ/マイクロ セグメンテーション ポリシーの導入例として以下の手順を活用してください。
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 手順 1 SD-Access ネットワークにオーバーレイ VN を追加する

ステップ 1： メインの DNA Center ダッシュボードから [ポリシー（POLICY）] > [仮想ネットワーク（Virtual Network）] に移動
し、[+]（プラス記号）をクリックして新しい仮想ネットワークを作成します。[仮想ネットワーク名（Virtual Network Name）] を入力
し（例：Workers）、[利用できる拡張可能グループ（Available Scalable Groups）] プールから拡張可能グループを選択して、[仮想
ネットワーク（Virtual Network）] プール内の [グループ（Groups）]（例：Employees、Developers）にドラッグし、[保存（Save）] を
クリックします。

グループが関連付けられている VN が定義され、定義した仮想ネットワークのリストに表示されます。これらの仮想ネットワー
クの定義は、ファブリックのプロビジョニングに使用できます。

技術的なヒント

グループが表示されない場合は、DNA Center と ISE 間の pxGrid 接続が不完全である可能性があります。その場
合は、ISE と DNA Center の統合手順を確認して、ISE の pxGrid 接続要求を DNA Center で承認します。

必要に応じて、ゲストまたは非ゲストとして、各オーバーレイ ネットワークについてこの手順を繰り返します。ファブリックをプロ
ビジョニングし、さらに多くのオーバーレイ ネットワークを作成した後で、この手順に戻ることもできます。

 手順 2 SGT を使用してマイクロセグメンテーション ポリシーを作成する

マイクロセグメンテーション ポリシーは、組織の導入環境に応じてカスタマイズされます。このシンプルな例は、Quarantined_
System というグループが適用されたときに、VN 内のユーザが相互に通信したり、他の従業員デバイスと通信したりすることを
拒否する場合に使用できる、基本的なポリシーを示しています。
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ステップ 1： メインの DNA Center ダッシュボードから、[ポリシー（POLICY）] > [ポリシー管理（Policy Administration）] > [グ
ループベースアクセスコントロール（ファブリック）（Group-Based Access Control (Fabric)）] に移動し、[+ ポリシーの追加
（+ Add Policy）] をクリックします。[利用できる拡張可能グループ（Available Scalable Groups）] ペインから [Quarantined_
System] グループをドラッグして、[送信元（Source）] と [宛先（Destination）] の両方のペインにドロップします。さらに [従業
員（Employees）] グループを [宛先（Destination）] ペインにドラッグし、[ポリシー名（Policy Name）]（例：Quarantine）および 
[説明（Description）] に入力します。[ポリシーの有効化（Enable Policy）] を選択し、[双方向の有効化（Enable Bi-directional）] 
は選択しないまま [+ コントラクトの追加（+ Add Contract）] をクリックし、[拒否（deny）] を選択後、[OK] をクリックして [保存
（Save）] をクリックします。

ポリシーが作成され、[導入済み（DEPLOYED）] ステータスでリストされます。これでこのポリシーは、ISE で作成されたファブ
リックに適用できます。
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ステップ 2： ISE にログインして、[ワークセンター（Work Centers）] > [TrustSec] > [TrustSecポリシー（TrustSec Policy）] に移
動し、左側にある [マトリックス（Matrix）] を選択して、ポリシーが ISE で更新されていることを確認します。

DNA Center を使用した SD-Access オーバーレイ ネットワークのプロビジョ
ニング

1. ファブリック ドメインを作成し、プロビジョニングされたネットワーク デバイスを追加する

2. ボーダー ルータに対するネイバー（フュージョン）で外部 BGP 接続を有効にする

3. 有線クライアントを VN に割り当て、接続を有効にする

4. クライアント オンボーディング用にファブリック エッジ ポートを有効にする

プ
ロ
セ
ス

プロビジョニングされた SD-Access アンダーレイ ネットワーク デバイスを使用して、それらのデバイスを使用するファブリッ
ク オーバーレイ ネットワークを作成します。

 手順 1 ファブリック ドメインを作成し、プロビジョニングされたネットワーク デバイスを追加する

Default LAN Fabric というファブリック ドメインが、DNA Center によって自動的に作成されます。これには、ファブリックに割
り当てることができる、プロビジョニングされたデバイスが含まれています。新しいキャンパス ファブリック ドメインを作成し、
適切なデバイスを割り当てます。キャンパス ファブリック ドメインは SD-Access 1.1 ソリューションで使用され、クライアント 
エンドポイントを有線およびワイヤレス LAN ネットワークに接続できます。
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ステップ 1： DNA Center から [プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] に移動し、[+ 追加（+ Add）] をクリッ
クし、デフォルトの [キャンパス（Campus）] を選択したままにしてファブリックに名前を付け（例：RTP6_C9K）、[追加（Add）] を
クリックします。

新しいキャンパス ファブリック ドメインが作成されます。

技術的なヒント

すべてのデバイスがすべてのファブリック ドメインに表示されます。デバイスにファブリック機能を割り当てること
で、ドメイン内でファブリックが定義されます。各ファブリック機能（エッジ ノード、ボーダー ノード、コントロール 
プレーン）のインスタンスが 1 つ以上必要になります。導入される SD-Access ソリューションによって可能な範囲
でロールを組み合わせることができます（例：コントロール プレーンとボーダー ノード）。

ステップ 2： 作成したファブリック ドメイン（例：RTP6_C9K）のアイコンをクリックします。ファブリックの [デバイスの選択
（Select Devices）] ウィザードが開始します。
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ステップ 3： 表示されたトポロジ図が、導入されている 2 層（ディストリビューション/アクセス）または 3 層（コア/ディストリ
ビューション/アクセス）のトポロジを正しく表していない場合は、次の手順でトポロジを修正します。まず各デバイスをクリック
し、ポップアップ メニューから [デバイスロール（Device Role）] を選択して、ネットワーク ロールを確認します。次にロールを修
正して [保存（Save）] をクリックするか、ロールが正しい場合は [キャンセル（Cancel）] をクリックします。デバイスのロールを修
正すると、正しいトポロジが表示されます。緑色の矢印ボタンをクリックすると、トポロジが再構築されます。

ステップ 4： Shift キーを押しながらファブリック エッジ ノードであるすべてのノードをクリックし、ポップアップ ボックスで 
[ファブリックに追加（Add to Fabric）] をクリックします。

ステップ 5： ボーダー機能を持たないコントロール プレーン ノード専用のファブリックに対応するノードがある場合は、その
ノードをクリックし、ポップアップ ボックスで [CPとして追加（Add as CP）]（コントロール プレーン）をクリックします。ボーダー
機能を持たない冗長化専用コントロール プレーン ノードについてもこの手順を繰り返します。

技術的なヒント

ボーダー ノードが、「付録 A：製品リスト」に示すソフトウェアを使用する Nexus 7700 シリーズ スイッチである場
合は、専用のコントロール プレーン ノードを使用して、Nexus 7700 シリーズ ボーダー ノードに直接接続します。
さらに、MPLS ライセンスを有効にし、コントロール プレーン ノードに対する物理リンク上に MPLS LDP を設定
して、コントロール プレーン接続をサポートします。

ステップ 6： ファブリック ボーダー ロールを実行するデバイスをクリックし、ポップアップ ボックスで [ボーダーとして追加
（Add as Border）] または [CP+ボーダーとして追加（Add as CP+Border）]（前の手順をスキップした場合）をオンにして、ボー
ダーのタイプに関するダイアログに入力します（例：[外部（Outside World (External)]）。BGP の [ローカルAS番号（Local AS 
Number）]（例：65514）を入力し、[ボーダーハンドオフ（Border Handoff）] > [レイヤ3（Layer 3）] に移動して、[IPプールの選択
（Select IP Pool）] ドロップダウンから、ボーダー接続機能のガイドですでに設定したグローバル プールを選択し、[外部イン
ターフェイス（External Interface）] の横にある [+ インターフェイスの追加（+ Add Interface）] をクリックします。
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技術的なヒント

ボーダーが、ネットワークの他の部分に対する唯一のパスである場合は、外部ボーダーを選択します。コントロー
ル プレーンとボーダー ノード機能を組み合わせていて、ノードで内部ボーダー機能が使用されている場合は、
「付録 A：製品リスト」に示す検証済みリリースを使用する際に、コントロール プレーン フィルタリングを追加しな
ければならない場合があります。

ステップ 7： ファブリック外部のフュージョン ルータに接続するインターフェイスを選択し、ファブリック外部のデバイスの BGP 
について [リモートAS番号（Remote AS Number）]（例：65500）を入力します。ファブリック外部のレイヤ 3 ハンドオフに含め
る [仮想ネットワーク（Virtual Network）] とすべての VN を選択し、[保存（Save）] をクリックしてから [追加（Add）] をクリックし
ます。

ファブリック ボーダー ノードを追加する場合は、上記の 2 つの手順を繰り返します。

技術的なヒント

ボーダーからネットワークの他の部分に対して VRF-Lite ハンドオフ インターフェイスを設定するには、802.1Q 
タグ付きインターフェイスが必要になります。変換される冗長リンク経由のインバンド接続によってボーダーを管
理している場合は、ネットワーク検出のためにボーダー デバイスの管理をセットアップするプロセスに従い、最初
にタグ付きインターフェイス経由で接続します。このガイドで検証済みのバージョンの SD-Access を使用する場
合、インターフェイスにすでにタグなしの設定が含まれていると、プロビジョニングが失敗します。 
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ステップ 8： ファブリック内のノードに必要なすべてのロールを割り当てたら、下部にある [保存（Save）] をクリックし、デフォル
トの [今すぐ（Now）] を選択したまま [適用（Apply）] をクリックします。キャンパス ファブリック ドメインが作成されます。

 手順 2 ボーダー ルータに対するネイバー（フュージョン）で外部 BGP 接続を有効にする

DNA Center の SD-Access アプリケーションで、外部ネットワークに対するファブリック ボーダー ノードの BGP ハンドオフを
設定します。SD-Access の検証済みのバージョンで、互換性のある VRF-Lite と BGP のピアリング情報を使用して、ボーダー 
デバイスの外部ネットワーク ピアを手動で設定します。AP およびその他のインフラストラクチャのオンボーディングの場合は、
次の例に示す、DEFAULT_VN に対する BGP ピアからのルーティング情報を使用します。 

DNA Center SD-Access アプリケーションからプッシュされた、ボーダー ノード設定のサブセットの例

vrf definition DEFAULT_VN

 rd 1:4098

 !

 address-family ipv4

  route-target export 1:4098

  route-target import 1:4098

 exit-address-family

!

vrf definition Workers

 rd 1:4099

 !

 address-family ipv4

  route-target export 1:4099

  route-target import 1:4099

 exit-address-family

!
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interface Vlan3001

 description vrf interface to External router

 ip address 172.16.172.1 255.255.255.252

 no ip redirects

 ip route-cache same-interface

!

interface Vlan3002

 description vrf interface to External router

 vrf forwarding Workers

 ip address 172.16.172.5 255.255.255.252

 no ip redirects

 ip route-cache same-interface

!

interface Vlan3003

 description vrf interface to External router

 vrf forwarding DEFAULT_VN

 ip address 172.16.172.9 255.255.255.252

 no ip redirects

 ip route-cache same-interface

!

router bgp 65514

 bgp router-id interface Loopback0

 bgp log-neighbor-changes

 neighbor 10.4.2.65 remote-as 65500

 neighbor 10.4.14.4 remote-as 65514

 neighbor 10.4.14.4 update-source Loopback0

 neighbor 172.16.172.2 remote-as 65500

 neighbor 172.16.172.2 update-source Vlan3001

 !

 address-family ipv4

  network 10.4.14.3 mask 255.255.255.255

  aggregate-address 10.4.14.0 255.255.255.0 summary-only

  redistribute isis level-2

  redistribute lisp metric 10

  neighbor 10.4.2.65 activate

  neighbor 10.4.14.4 activate

  neighbor 172.16.172.2 activate
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  neighbor 172.16.172.2 weight 65535

 exit-address-family

 !        

 address-family ipv4 vrf DEFAULT_VN

  redistribute lisp metric 10

  neighbor 172.16.172.10 remote-as 65500

  neighbor 172.16.172.10 update-source Vlan3003

  neighbor 172.16.172.10 activate

  neighbor 172.16.172.10 weight 65535

 exit-address-family

 !

 address-family ipv4 vrf Workers

  redistribute lisp metric 10

  neighbor 172.16.172.6 remote-as 65500

  neighbor 172.16.172.6 update-source Vlan3002

  neighbor 172.16.172.6 activate

  neighbor 172.16.172.6 weight 65535

 exit-address-family

!

導入された設定には、上記の設定例に示したものと同様の VRF、VLAN、および BGP 要素が含まれていますが、導入される 
VLAN は異なる可能性があります。

ステップ 1： ボーダー デバイスにログインし、CLI を使用して、DNA Center SD-Access アプリケーションによって作成され
た、ボーダー外部の IP 接続用の自動設定を確認します。次のようなコマンドが役に立ちます。

show running-config brief

show running-config | section vrf definition

show running-config | section interface Vlan

show running-config | section router bgp

技術的なヒント

設定には、完全に自動的に処理される、その他の重要な追加要素があります。LISP ファブリック コントロール プ
レーンに対するその他の変更を確認するには、次のコマンドを実行します。

show running-config | section LISP|lisp|site
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ステップ 2： ボーダーに接続されているファブリック外部のフュージョン デバイスにログインし、ボーダー設定をガイドとして
使用して、ボーダー上に作成された仮想ネットワークに必要な VRF を設定します。VRF によって、ファブリック内のインターフェ
イスと仮想ネットワーク コンテキストのグループ間の通信が分離されます。

vrf definition [VRF name]

 rd [Route Distinguisher]

 address-family ipv4

  route-target export [Route Target]

  route-target import [Route Target]

 exit-address-family

ボーダー ノードの設定に従って、仮想ネットワークの各コンテキストについてこの手順を繰り返します。

ステップ 3： ネイバーに対する各インターフェイスを設定します。デバイスによっては、トランク上で VLAN サブインターフェイ
ス設定が直接サポートされる場合もあれば、VLAN インターフェイスを作成してトランクに関連付ける必要がある場合もありま
す。ボーダーに対する各ピア上のネイバーそれぞれについて、ネイバー インターフェイス設定を繰り返します。

interface [Peer interface]

ステップ 4： フュージョン ルータに対する BGP IPv4 ユニキャスト ルーティングを設定し、ファブリック内の各 VN に関連付け
られている各 VRF に対する接続をサポートします。

router bgp [Local BGP AS]

 bgp router-id interface Loopback0

 bgp log-neighbor-changes

 neighbor [Border IP Address] remote-as [Fabric BGP AS]

 !repeat for any additional neighbors

 !

 address-family ipv4

  network [Loopback IP Address] mask 255.255.255.255

  neighbor [Border 1 IP Address] activate

  neighbor [Border 2 IP Address] activate

  maximum-paths 2

 exit-address-family

ステップ 5： 各 VN について、フュージョン ルータでグローバル VRF に対するルートターゲットをエクスポートし、グローバ
ル VRF から VN に、選択したルートターゲットをインポートします。ルートターゲットのインポートとエクスポートによるルー
ト リークでは、各 VN で必要な場合のみ、VN 間のルート分離が維持されたまま、共有サービスへのアクセスがサポートされま
す。設定は異なる場合があります。ルート リーク設定の詳細については、cisco.com で「route leaking between global and VRF 
routing tables（グローバル ルーティング テーブルと VRF ルーティング テーブル間でのルート リーク）」を検索してください。

https://search.cisco.com/search?query=Route%20Leaking%20between%20Global%20and%20VRF%20Routing%20Table
https://search.cisco.com/search?query=Route%20Leaking%20between%20Global%20and%20VRF%20Routing%20Table
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 手順 3 有線クライアントを VN に割り当て、接続を有効にする

ステップ 1： DNA Center ダッシュボードから [プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] > [ホストのオン
ボーディング（Host Onboarding）] に移動し、[認証テンプレートの選択（Select Authentication template）] で [クローズド認証
（Closed Authentication）] を選択します。セクション上部の [保存（Save）] をクリックして、[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 2： [仮想ネットワーク（Virtual Networks）] で有線クライアントに使用する VN を選択し（例：Workers）、[仮想
ネットワークの編集：Workers（Edit Virtual Network:Workers）] スライドアウト ペインで、VN に追加する IP プールの名前
（例：14-Employee）を選択します。[トラフィックタイプ（Traffic Type）] で [データ（Data）] を選択し、[レイヤ2拡張（Layer 2 
Extension）] を [オフ（Off）] に変更して、[更新（Update）] をクリックします。

レイヤ 2 拡張は、SD-Access ソリューション 1.1 のワイヤレスでのみサポートされています。

 

ステップ 3： [認証テンプレートの変更（Modify Authentication Template）] スライドアウトで、デフォルトの [今すぐ実行（Run 
Now）] を選択したまま [適用（Apply）] をクリックします。
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 手順 4 クライアント オンボーディング用にファブリック エッジ ポートを有効にする

クライアントが接続している各ファブリック エッジ スイッチについて、この手順を繰り返します。

ステップ 1： [プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] > [ホストのオンボーディング（Host Onboarding）] に
移動し、左の列の [ポート割り当ての選択（Select Port Assignment）] でスイッチを選択します。

ステップ 2： 右側にあるスイッチ ポートのリストの最上部で、[アドレスプール（VN）（Address Pool(VN)）] を選択し（例：
10_101_114_0-Workers）、オプションで [グループ（Groups）] から適切なグループ（例：Employees）を選択します。また、オ
プションで IP 電話に使用する [音声プール（VN）（Voice Pool(VN)）] や [認証（Authentication）]（例：[クローズド認証（Closed 
Authentication）]）を選択します。

技術的なヒント

グループ割り当ては、ファブリック エッジ ポートが認証サーバを使用して割り当てを動的に受信しない場合に、
グループを静的に割り当てるために使用されます。これは、組織内で使用される一部のタイプのデバイスに有効
です。 

ステップ 3： スイッチ ポートのリスト内で、ファブリック VN に参加する有線ファブリック エッジ ポートをすべて選択し、[保存
（Save）] をクリック後、[適用（Apply）] をクリックします。

各デバイスは、作成された有線ネットワーク オーバーレイと認証方法を通じて、ファブリック エッジ ポートでの接続が可能にな
ります。
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クローズド認証を使用して DNA Center からプッシュされたポート設定の例

interface GigabitEthernet1/0/23

 switchport access vlan 1032

 switchport mode access

 switchport voice vlan 1030

 load-interval 30

 authentication control-direction in

 authentication event server dead action authorize vlan 3999

 authentication event server dead action authorize voice

 authentication host-mode multi-auth

 authentication order dot1x mab

 authentication priority dot1x mab

 authentication port-control auto

 authentication periodic

 authentication timer reauthenticate server

 authentication timer inactivity server dynamic

 mab

 no macro auto processing

 dot1x pae authenticator

 dot1x timeout tx-period 10

 spanning-tree portfast

ワイヤレスと SD-Access の統合

1. インベントリにワイヤレス コントローラ ペアを追加する

2. AP 用の IP プールを作成する

3. ファブリック エンタープライズ ワイヤレス SSID を設計する

4. ファブリック ゲスト ワイヤレス SSID を設計する

5. SD-Access ワイヤレス ファブリック統合用に WLC をプロビジョニングする

6. ワイヤレス ファブリックへの AP オンボーディングを有効にする

7. VN にワイヤレス クライアントを割り当て、接続を有効にする

プ
ロ
セ
ス

前述の SD-Access ワイヤレス LAN コントローラをインストールするプロセスが完了し、DNA Center を使用してコントローラ
をファブリックに統合できるようになりました。
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 手順 1 インベントリにワイヤレス コントローラ ペアを追加する

ワイヤレス LAN コントローラが DNA Center インベントリにない場合は、ワイヤレス統合の前に追加する必要があります。

ステップ 1： メインの DNA Center ダッシュボードに移動し、[ツール（Tools）] セクションで [検出（Discovery）] をクリックし、
[検出名（Discovery Name）] に入力します。[範囲（Range）] をクリックし、[IP範囲（IP Ranges）] の開始および終了 IP ループバッ
ク アドレスに、WLC HA ペアの IP アドレスを入力し、[+]（プラス記号）をクリックして範囲を指定します。[優先管理IP（Preferred 
Management IP）] はデフォルトの [なし（None）] にしたままにします。デバイス固有のクレデンシャルを持っている場合は、[+ 
クレデンシャルの追加（+ Add Credentials）] をクリックして追加し、[保存（Save）] してから [開始（Start）] をクリックします。

WLC ペアのインベントリ検出が開始し、完了するとデバイス数が増え、[完了（Complete）] と表示されます。

ステップ 2： メインの DNA Center ダッシュボードに移動し、[ツール（Tools）] セクションで [インベントリ（Inventory）] をク
リックして、追加された WLC を特定します。続行する前に、[最新のインベントリ収集ステータス（Last Inventory Collection 
Status）] が [管理対象（Managed）] に更新されるまで [更新（Refresh）] ボタンをクリックします。

ステップ 3： メインの DNA Center ダッシュボードで [設計（DESIGN）] > [イメージリポジトリ（Image Repository）] に移動
し、適切なイメージをインポートする、イメージをゴールドにマークして WLC をアップグレードする、既存のイメージが SD-
Access でサポートされている場合はゴールドにマークする、のいずれかを実施します。

 手順 2 AP 用の IP プールを作成する

ネットワークで管理される AP に対するアドレス割り当てに、DNA Center 内のグローバル プールを利用できることを確認し
ます。

ステップ 1： [設計（DESIGN）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [IPアドレスプール（IP Address Pools）] に移動しま
す。左側のサイト階層で [グローバル（Global）] を選択し、AP インフラストラクチャ専用のプール（例：Access-Point）について、
IP アドレス プールのリストを確認します。

ステップ 2： AP 用のプールが存在しない場合は、[+ IPプールの追加（+ Add IP Pool）] をクリックし、[IPプール名（IP Pool 
Name）]、[IPサブネット（IP Subnet）]、[CIDRプレフィックス（CIDR Prefix）]、[ゲートウェイIPアドレス（Gateway IP address）] にそ
れぞれ入力し（例：Access-Point、172.16.173.0、/24、172.16.173.1）、[DHCPサーバ（DHCP Server）] と [DNSサーバ（DNS 
Server）] を選択して、[保存（Save）] をクリックします。
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 手順 3 ファブリック エンタープライズ ワイヤレス SSID を設計する

ステップ 1： メインの DNA Center ダッシュボードから [設計（DESIGN）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [ワイヤ
レス（Wireless）] に移動し、[エンタープライズワイヤレス（Enterprise Wireless）] セクションで [+ 追加（+ Add）] をクリックし
て、[エンタープライズワイヤレスネットワークの作成（Create an Enterprise Wireless Network）] ウィザードに次の情報を入力
します。

• [ワイヤレスネットワーク名（SSID）（Wireless Network Name(SSID)）] に入力します（例：Employee）。

• [エンタープライズネットワークのタイプ（TYPE OF ENTERPRISE NETWORK）] で、[音声およびデータ（Voice and Data）] 
と [ファストレーン（Fast Lane）] を選択します。

• [セキュリティレベル（LEVEL OF SECURITY）] で [WPA2エンタープライズ（WPA2 Enterprise）] を選択します。

• [高度なセキュリティオプション（ADVANCED SECURITY OPTIONS）] で [適応型（Adaptive）] を選択します。

ステップ 2： [次へ（Next）] をクリックしてウィザードを続行し、次の情報を入力します。

• [ワイヤレスプロファイル名（Wireless Profile Name）] に入力します（例：RTP5-Wireless）。

• [ファブリック（Fabric）] で [はい（Yes）] を選択します。

• [サイトの選択（Choose a site）] で、SSID がブロードキャストする場所を選択し（例：Global/RTP/RTP5-C9K）、SSID カバ
レッジに含めるフロアを指定します（例：Global/RTP/RTP5-C9K/Main Floor）。

ステップ 3： [完了（Finish）] をクリックして続行します。[設計（DESIGN）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [ワイヤレス
（Wireless）] 画面が表示されます。

同じネットワーク プロファイルを使用した別の SSID と、SSID に関連付ける新しいロケーション プロファイルについて、この手
順を繰り返します。

 手順 4 ファブリック ゲスト ワイヤレス SSID を設計する

ステップ 1： [設計（DESIGN）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [ワイヤレス（Wireless）] に移動し、[ゲストワイヤレ
ス（Guest Wireless）] セクションで [+ 追加（+ Add）] をクリックして、[ゲストワイヤレスネットワークの作成（Create a Guest 
Wireless Network）] ウィザードに次の情報を入力します。

• [ワイヤレスネットワーク名（SSID）（Wireless Network Name(SSID)）] に入力します（例：Guest）。

• [セキュリティレベル（LEVEL OF SECURITY）] で [Web認証（Web Auth）] を選択します。

• [認証サーバ（AUTHENTICATION SERVER）] で [ISE認証（ISE Authentication）] を選択します。

その他のデフォルトの選択はそのままにして、[次へ（Next）] をクリックしてウィザードを続行します。

ステップ 2： [ワイヤレスプロファイル（Wireless Profiles）] セクションで、導入場所に対応するプロファイル名を選択します
（例：RTP5-Wireless）。スライドアウト パネルで、ファブリックについてデフォルトの [はい（Yes）] を選択したまま、他のデフォ
ルト情報もそのままにし、パネル下部にある [保存（Save）] をクリック後、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 3： [ポータル（Portals）] 画面で [+ 追加（+ Add）] をクリックします。[ポータルビルダー（Portal Builder）] 画面が表示
されます。
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ステップ 4： [ゲストポータル（Guest Portal）] に名前を入力し（例：Guest-RTP5）、必要なカスタマイズを実施してから画面下
部にある [保存（Save）] をクリックします。サイトのゲスト Web 認証ポータルが生成され、前の画面に戻ります。

ステップ 5： [終了（Finish）] をクリックします。ワイヤレス LAN 設計が作成され、導入可能になります。

 手順 5 SD-Access ワイヤレス ファブリック統合用に WLC をプロビジョニングする

SD-Access ワイヤレスの設計後に、設計情報から WLC に設定をプッシュします。

ステップ 1： [プロビジョニング（PROVISION）] > [デバイス（Devices）] に移動し、WLC を特定して横にあるチェックボックスを
オンにし、画面上部の [アクション（Actions）] プルダウンから [プロビジョニング（Provision）] を選択します。[デバイスのプロビ
ジョニング（Provision Devices）] ウィザードが開きます。

ステップ 2： サイトを割り当てて（例：Global/RTP/RTP5-C9K）[次へ（Next）] をクリックし、[管理対象APロケーション（Managed 
AP Location）] の [設定（Configuration）] 画面で、WLC が管理する AP に対する追加のフロア割り当てを選択し（例：Global/
RTP/RTP5-C9K/Main Floor）、[次へ（Next）] をクリックします。[詳細設定（Advanced Configuration）] 画面で [次へ（Next）] を
クリックします。

ステップ 3： [サマリー（Summary）] 画面で設定を確認し、[導入（Deploy）] をクリックします。スライドアウト パネルでデフォル
トの [今すぐ実行（Run Now）] を選択したまま [適用（Apply）] をクリックします。

WLC がサイトに割り当てられ、プロビジョニングが開始されます。[更新（Refresh）] ボタンをクリックして、[プロビジョニングス
テータス（Provision Status）] が [成功（Success）] になったことを確認してから続行します。
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ステップ 4： [プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] に移動し、WLC を追加するファブリック ドメイン（例：
RTP6_C9K）をクリック後、WLC をクリックします。ポップアップ ボックスで [ファブリックに追加（Add to Fabric）] をクリック
して、[保存（Save）] をクリックします。スライドアウト メニューでデフォルトの [今すぐ実行（Run Now）] を選択したまま [適用
（Apply）] をクリックします。WLC 設定が作成され、ファブリック コントロール プレーンとのセキュアな接続が確立されます。

[コントローラ（CONTROLLER）] > [ファブリック設定（Fabric Configuration）] > [コントロールプレーン（Control Plane）] に移
動して、WLC 管理コンソールから、WLC コントローラ ペアがファブリックに統合されていることを確認できます。コンソールに
は、ファブリック統合が有効で接続ステータスが [稼働中（Up）] であると表示されます。

 手順 6 ワイヤレス ファブリックへの AP オンボーディングを有効にする

AP は、ファブリックに参加して INFRA_VN という VN に割り当てられるホストです。AP などのインフラストラクチャ デバイス
用の特別な VN によって、ファブリック エッジ ノードの AP 間で管理通信が可能になります。その場合は、グローバル ルーティ
ング接続の一環としてファブリック外部に配置された、ファブリック コントロール プレーンと WLC を使用します。 
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ステップ 1： ファブリックで使用する AP を、ファブリック内のエッジ ノードに直接接続します。

ステップ 2： [プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] に移動し、ファブリックを選択して、[ホストのオンボー
ディング（Host Onboarding）] をクリックします。

ステップ 3： [認証テンプレートを選択（Select Authentication template）] で [認証なし（No Authentication）] を選択し、[保存
（Save）] をクリックします。スライドアウト パネルでデフォルトの [今すぐ実行（Run Now）] を選択したまま [適用（Apply）] をク
リックします。 

認証テンプレートがファブリックに適用され、AP の自動オンボーディングが有効になります。

技術的なヒント

DNA Center では、認証テンプレートを [認証なし（No Authentication）] に設定した場合に、CDP マクロをファ
ブリック エッジ スイッチにプロビジョニングすることで、AP の自動オンボーディングが可能になります。または、
DNA Center でスイッチ ポート設定を使用して、AP 用の IP アドレス プールにポートを割り当てます。

ステップ 4： [仮想ネットワーク（Virtual Networks）] で [INFRA_VN] を選択し、AP の [IPプール名（IP Pool Name）]（例：
Access-Point）の横のチェックボックスをオンにして、[更新（Update）] をクリックします。スライドアウト パネルでデフォルトの 
[今すぐ実行（Run Now）] を選択したまま、[適用（Apply）] をクリックします。 

更新が完了すると、デバイス トラッキング設定で AP が認識され、AP のネットワーク接続が許可されて、AP に接続されている
エッジ ノード スイッチ ポートが有効になります。

技術的なヒント

AP が WLC に到達するためにアンダーレイのデフォルト ルートを使用することはできません。AP が接続する各
ノードのグローバル ルーティング テーブルには、接続を確立するために、WLC IP アドレスに対するより明確な
ルート（/24 サブネットや /32 ホスト ルートなど）を指定する必要があります。ボーダーの WLC ルートをアンダー
レイ IGP のルーティング プロセスに再配布して、効率化を図ります。または、AP をサポートする各エッジ ノード
で、静的なエントリを作成することもできます。
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ステップ 5： メインの DNA Center ダッシュボードに移動し、[ツール（Tools）] で [インベントリ（Inventory）] を選択して、追加さ
れた WLC を選択します。次に上部の [アクション（Actions）] プルダウンから [再同期（Resync）] を選択します。WLC に関連付
けられている AP が、インベントリの更新を待たずにすぐにインベントリに追加されます。

ステップ 6： メインの DNA Center ダッシュボードから [プロビジョニング（PROVISION）] > [デバイス（Devices）] > [インベン
トリ（Inventory）] に移動し、追加された AP を選択します。上部の [アクション（Actions）] プルダウン メニューから [プロビジョ
ニング（Provision）] を選択し、フロアに AP を割り当て（例：Global/RTP/RTP5-C9K/Main Floor）、[次へ（Next）] をクリックしま
す。[RFプロファイル（RF Profile）] で [標準（TYPICAL）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。[サマリー（Summary）] ページ
で [導入（Deploy）] をクリックし、スライドアウト パネルで [適用（Apply）] をクリックして、リブートに関する警告を承認します。

 手順 7 VN にワイヤレス クライアントを割り当て、接続を有効にする

ステップ 1： [プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] > [ホストのオンボーディング（Host Onboarding）] 
に移動し、クライアント用に使用する VN を選択します（例：Guest）。[仮想ネットワークの編集：Guest（Edit Virtual 
Network:Guest）] スライドアウト ペインで、VN に追加する [IPプール（IP Pools）] の名前を選択し（例：14-Guest）、[トラフィッ
クタイプ（Traffic Type）] で [データ（Data）] を選択して、[レイヤ2拡張（Layer-2 Extension）] が [オン（On）] であることを確認し
てから [更新（Update）] をクリックします。

技術的なヒント

[レイヤ2拡張（Layer-2 Extension）] を選択することで、ワイヤレス クライアントで必要な MAC アドレスを SD-
Access LISP コントロール プレーンが認識できるようになります。

ステップ 2： [認証テンプレートの変更（Modify Authentication Template）] スライドアウトで、デフォルトの [今すぐ実行（Run 
Now）] を選択したまま、[適用（Apply）] をクリックします。 

ステップ 3： [ワイヤレスSSID（Wireless SSID’s）] セクションで、各 [SSID名（SSID Name）] について [アドレスプール（Address 
Pool）] で適切な [IPアドレスプール（IP Address Pool）] を選択し、[保存（Save）] をクリック後、[適用（Apply）] をクリックします。

デバイスがワイヤレス ネットワーク経由で接続できるようになります。
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付録 A：製品リスト
この導入ガイドでは、以下に示すバージョンの製品とソフトウェアが検証の対象になっています。追加のハードウェア オプショ
ンは、関連する『Software-Defined Access Design Guide（SD-Access 設計ガイド）』に記載されています。DNA Center パッ
ケージ ファイルは定期的にリリースされ、パッケージとアップデートのリストに示されます。

DNA Center

機能エリア 製品 製品番号 ソフトウェア バージョン

ネットワーク自動化 Cisco DNA Center アプライアンス DN1-HW-APL 1.1.4

DNA Center パッケージ
検証中に DNA Center で実行されるすべてのパッケージがリストされています。SD-Access 検証のテストに含まれていない
パッケージもあります。

パッケージ 版

アシュアランス - 基本 1.0.5.686

アシュアランス - パス トレース 2.1.8.60044 

アシュアランス - センサー 1.0.5.360 

自動化 - アプリケーション ポリシー 2.1.8.170027 

自動化 - 基本 2.1.8.60044 

自動化 - デバイス オンボーディング 2.1.8.60044 

自動化 - イメージ管理 2.1.8.60044 

自動化 - SD Access 2.1.8.60044 

自動化 - センサー 2.1.8.60044 

Command Runner 2.1.8.60044 

NCP - 基本 2.1.8.60044 

NCP - サービス 2.1.8.60044 

ネットワーク コントローラ プラットフォーム 2.1.8.60044 

ネットワーク データ プラットフォーム - 基本分析 1.0.7.878 

ネットワーク データ プラットフォーム - コア 1.0.7.829 

ネットワーク データ プラットフォーム - マネージャ 1.0.7.949 

システム 1.0.4.807 

https://cvddocs.com/fw/250-prime
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ID 管理

機能エリア 製品 ソフトウェア バージョン

Cisco ISE サーバ Cisco Identity Services Engine 2.3 パッチ 1

SD-Access ファブリック ボーダーおよびコントロール プレーン

機能エリア 製品 ソフトウェア バージョン

ボーダーおよびコントロール プ
レーン

Catalyst 9500 シリーズ スイッチ 16.6.3 

ボーダーおよびコントロール プ
レーン ̶ 小規模サイト 

Catalyst 3850XS シリーズ（10 Gb 光ファイバ） 16.6.3 

ボーダーおよびコントロール プ
レーン

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ 16.6.3

ボーダーおよびコントロール プ
レーン ̶ 大規模

Cisco ASR 1000-X および 1000-HX シリーズ アグリ
ゲーション サービス ルータ

16.6.3

ボーダー（有線専用コントロール 
プレーン オプション）

Supervisor Engine 6T または Supervisor Engine 2T 搭
載 Cisco Catalyst 6807 シリーズ 7 スロット シャーシ、お
よびデュアル DFC4 内蔵 10GE 32 ポート搭載 6800

15.4.1-SY4

ボーダー（有線専用コントロール 
プレーン オプション）

Cisco Catalyst 6880-X および 6840-X シリーズ 15.4.1-SY4

ボーダー Supervisor2 拡張モジュール搭載 Cisco Nexus 7700 シ
リーズ スイッチ 2 スロット シャーシおよび Nexus 7700 
M3 シリーズ 48 ポート 1/10G イーサネット モジュール

8.2(1) + SMU 
8.2.1.CSCvg39911 および 
8.2.1.CSCvh87828

コントロール プレーン Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ 16.6.3

SD-Access ファブリック エッジ 

機能エリア 製品 ソフトウェア バージョン

ファブリック エッジ Cisco Catalyst 9300 シリーズ - スタッカブル 16.6.3

ファブリック エッジ Supervisor Engine-1 搭載 Cisco Catalyst 9400 シリーズ 
– モジュラ型シャーシ 

16.6.3

ファブリック エッジ Cisco Catalyst 3850 シリーズ - スタッカブル 16.6.3

ファブリック エッジ Cisco Catalyst 3650 シリーズ - スタンドアロン（オプショ
ンでスタッキング可能）

16.6.3

ファブリック エッジ Supervisor 8-E 搭載 Cisco Catalyst 4500E シリーズ – モ
ジュラ型シャーシ 

3.10.1E
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SD-Access ワイヤレス 

機能エリア 製品 ソフトウェア バージョン

ワイヤレス LAN コントローラ Cisco 8540、5520、3504 シリーズ ワイヤレス コントローラ 8.5.120.0

ファブリック モード アクセス ポ
イント 

Cisco Aironet 1800、2800、3800 シリーズ（Wave-2） 8.5.120.0
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AAA 認証、認可、アカウンティング 

ACI Cisco Application-Centric Infrastructure

ACL アクセス コントロール リスト

AD Active Directory

AP アクセス ポイント

ARP Address Resolution Protocol

BGP Border Gateway Protocol 

BPDU ブリッジ プロトコル データ ユニット

CAPWAP Control and Provisioning of Wireless Access Points プロトコル（ワイヤレス アクセス ポイントの制御とプロビジョ
ニング用プロトコル）

CLI コマンドライン インターフェイス

CMD Cisco メタデータ

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

DMVPN Dynamic Multipoint Virtual Private Network（ダイナミック マルチポイント仮想プライベート ネットワーク）

DNA Cisco Digital Network Architecture

DNS ドメイン ネーム システム

ECMP 等コスト マルチパス

FHRP ファースト ホップ冗長プロトコル

GLBP Gateway Load-Balancing Protocol

GRE Generic Routing Encapsulation

GUI グラフィカル ユーザ インターフェイス

HSRP Hot Standby Router Protocol

IGMP Internet Group Management Protocol

IoT Internet of Things

IS-IS Intermediate System to Intermediate System（中継システム間）ルーティング プロトコル

IGP Interior Gateway Protocol（内部ゲートウェイ プロトコル）

ISE Cisco Identity Services Engine

LISP Locator/ID Separation Protocol（ロケータ/ID 分離プロトコル）

MnT モニタリングおよびトラブルシューティング ノード

MPLS マルチプロトコル ラベル スイッチング

MSDP Multicast Source Discovery Protocol

MTU 最大伝送ユニット

PAN ポリシー管理ノード
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PSN ポリシー サービス ノード

RP ランデブー ポイント

SD-Access Software-Defined Access（ソフトウェア定義アクセス）

SGACL Scalable Group Access Control List（拡張可能グループ アクセス コントロール リスト）

SGT Scalable Group Tag（拡張可能グループ タグ）または Security Group Tag（セキュリティ グループ タグ）

SVI Switched Virtual Interface

SXP Scalable Group Tag 交換プロトコル

VLAN 仮想ローカル エリア ネットワーク

VN 仮想ネットワーク

VRF Virtual Routing and Forwarding（仮想ルーティングおよびフォワーディング） 
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