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SD-Access の導入 

Cisco® Software-Defined Access（SD-Access）は、従来のキャンパス LAN 設計の進化形であり、

組織の目的（インテント）をそのまま反映できます。SD-Access は、Cisco DNA Center™ ソフトウェ

ア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/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 の不可欠な部分であるファブリック テクノロジーにより、有線/ワイヤレスのキャンパス ネット

ワークとプログラム可能なオーバーレイおよび簡単に導入できるネットワーク仮想化を可能にし、設

計の意図を満たすように 1 つ以上の論理ネットワークをホストする物理ネットワークを実現します。

ネットワーク仮想化に加えて、キャンパス ネットワークにおけるファブリック テクノロジーでは、ネット

ワーク通信の制御が強化され、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導入の簡素化による運用コストの削減が実現し、統合化されたセキュリティ

によりリスクが軽減され、アシュアランス機能と分析機能によりネットワーク パフォーマンスが向上し

ます。 

この導入ガイドでは、Cisco DNA Center を使用して既存のエンタープライズ ネットワークに接続する 

SD-Access ネットワークを実装する方法について説明します。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/EVPN、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 SD-Access 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、SD-Access ネットワークの導入に使用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、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 SD-Access のアンダーレイの実装に使用し、ネットワークのパフォーマンス、拡

張性、高可用性の確保に役立てます。SD-Access では、アンダーレイ スイッチでエンド ユーザの物

理接続をサポートします。ただし、エンドユーザ サブネットはアンダーレイ ネットワークに含まれてい

ません。エンドユーザ サブネットはプログラム可能なレイヤ 2 またはレイヤ 3 オーバーレイ ネット

ワークの一部です。 
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オーバーレイ ネットワークを 1 つ以上作成すると、それらのオーバーレイはアンダーレイ ネットワー

クをサポートする物理インフラストラクチャ全体で実行されます。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、ネットワーク間の独立性が維持されます。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 パケットを使用して、オーバーレイ ネット

ワーク内にユーザ トラフィックをカプセル化することで実現します。ファブリック境界には、ファブリック

に対する入出力の境界、有線クライアント用のファブリック エッジ スイッチ、ワイヤレス クライアント用

のファブリック AP が含まれています。 

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。ファブリック ボーダーを越え

て IP アドレス空間のトラフィック分離を維持できます。これには、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）、DNS やインターネットなど

の一般的な外部 IP サービスとの通信を可能にするなど、一般的な仮想化技術を使用します。 

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、SD-Access 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。この導入環境では、Cisco Identity Services Engine（ISE）によってネットワーク インフラスト

ラクチャにレンダリングするセキュリティ ポリシーの定義を DNA Center で管理します。拡張可能グ

ループ タグ（SGT）は、ファブリックのカプセル化に使用するヘッダーに統合されています。SD-Access 

ファブリック外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 

Cisco TrustSec 認識型デバイスにタグを転送するか、またはボーダー ノードへの接続に実装された

インライン タグ付け機能を使用してパケット内の Cisco メタデータ フィールドに SGT を直接マッピン

グするかのいずれかで、ファブリック ボーダー ノードからファブリック外のネットワークへの SGT 情

報の伝搬を設定します。 

実施概要 

この導入のトポロジ、ルーティング 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設定をカスタマイズすることをお勧

めします。 

SD-Access をサポートするアンダーレイ ネットワークの導入では、レイヤ 3 ルーテッド アクセス トポ

ロジを使用します。この導入例では、Intermediate System to Intermediate System（IS-IS）ルーティ

ング プロトコル、迅速に障害を検出するための Bidirectional Forwarding Detection (BFD)、迅速な

ネットワーク コンバージェンスのための冗長相互接続による等コスト マルチパス（ECMP）を使用しま

す。SD-Access ソリューションのアンダーレイの実装では、レイヤ 2 アクセス設計とレイヤ 2 

EtherChannel を使用しないでください。 

オーバーレイ ネットワークはファブリック ボーダー ノードでエンタープライズ ネットワークの残りの部

分と接続します。この導入例ではキャンパス 3 層（コア、ディストリビューション、アクセス）ネットワー

クのコア層内のスイッチをそのボーダー ロールに使用します。各オーバーレイ ネットワークは、外部

ネットワークへ接続するためのボーダーで Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスとし

て表示されます。VRF-lite を使用してファブリック外にネットワークを拡張する際にオーバーレイの分

離を保持し、ファブリックに接続されているデバイス内と VRF 対応デバイス間のリンク上でのネット

ワークの分離を維持します。 

通常は、外部ネットワークにファブリックを接続する際に VRF lite を使用してオーバーレイ ネットワー

クの分離を維持する一方で、一部またはすべてのオーバーレイ ネットワークからエンタープライズ 

ネットワーク全体で利用可能なサービスに接続することができます。このようなインターネット、ドメイ

ン名サービス、またはデータセンター アプリケーションなどの共有サービスは、多くの場合はグロー

バル ルーティング テーブル内に存在するか、専用の VRF に割り当てられます。ファブリック ボー

ダーから外部ネットワークへの接続は、多くの場合はフュージョン ルータへのハンドオフを使用して実

行されます。このルータは、VRF と共有サービス間のアクセスを管理するロール専用に設定された

デバイスです。 

 



 

既存のエンタープライズ ネットワークへのキャンパス ファブリックの統合を検討する場合は、現在導

入されているエンタープライズ ネットワークの設計によって統合方法が決まります。 

• 非仮想エンタープライズ 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 ボーダーと既存の非仮想ネットワーク間に推奨される検証済みの相互接続に中

間フュージョン ルータを使用してファブリックと外部ドメイン間のルート交換を可能にし、共有

サービスにアクセスします。可用性を高めるためにデュアル フュージョン ルータを導入し、

ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）を使用してボーダー ノードとフュージョン ルータ間

でルートを交換します。これにより、ループを本質的に回避することができます。 

• 仮想エンタープライズ ネットワーク：既存のエンタープライズ ネットワークがすでに仮想化さ

れている場合（例：レイヤ 3 VPN の使用）、VRF-lite を使用してキャンパス ファブリック ボー

ダー ノードの VRF を既存の仮想インフラストラクチャまで拡張し、既存の仮想ネットワーク

で使用可能な技術を使い続けて共有サービスへの必要なアクセスを可能にします。 

ここで説明した導入では、キャンパス コア レイヤがファブリック ボーダー機能をホストします。小規模

ネットワーク向けの代替ボーダーは、スタッカブル スイッチを利用して統合されたコア層とディストリ

ビューション層を使用します。コア層をボーダーとして使用すると、3 層キャンパス ドメインの任意の

部分またはすべてにオーバーレイ ネットワークを拡張できます。この場合、ネットワーク トラフィックの

共通出力ポイントとしてコア層を論理層として選択できます。その他すべてのネットワークへのデフォ

ルトのパスとしてトラフィックがファブリックから出力される場所が外部ボーダーです。データ センター

などの適切に定義された一連のネットワークへのアクセスに使用する内部ボーダーと、場所を問わな

いボーダー（内部ボーダー ロールと外部ボーダー ロールの両方として機能）は、ここで説明する導入

には含まれていません。 

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。 

設計上の考慮事項 

『Software-Defined Access Design Guide（SD-Access 設計ガイド）』で説明されているように、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。留意事項には、次のものがあります。 

• 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 レイヤ導入モデルを想定しています。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。DNA Center の LAN 自動化機能は、新しいネット

ワークの手動によるアンダーレイ導入に代わるものであり、IS-IS ルーテッド アクセス設計を

使用します。他にもさまざまなルーティング プロトコルがありますが、IS-IS を選択すると 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。 
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• レイヤ 2 アクセス レイヤからルーテッド 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。 

• SD-Access は、従来のルーテッド アクセス レイヤに柔軟性をもたらします。オーバーレイの

クライアント サブネットは、最も近い物理レイヤ 3 ゲートウェイに関連付けられており、SD-

Access ファブリックを通じてサブネットを拡張することができます。オーバーレイのポリシー

により、クライアント サブネットを特定の機能（コンピュータの接続、ユニファイド コミュニケー

ション、ワイヤレス BYOD、ワイヤレス ゲスト ネットワークなど）をサポートするように設定で

きます。 

• 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 アンダーレイ固有となる可能性がある内

部ゲートウェイ プロトコル（IGP）を使用するつもりですか。この導入では、新しいネットワーク

導入環境に使用可能な LAN 自動化に合わせて、アンダーレイ IGP に IS-IS を選択してい

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、ファブリック全体に複数の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 ドメイン外部のハ

ンドオフを含む 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。複数のオーバーレイでは、共有サービスの統合についてさらに計画する必要があ

ります。Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サービスに統合するには、すべて

のオーバーレイ サブネットと VRF について計画し、文書化して準備します。 

• 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。

パイロット導入とは異なり、実稼働環境への導入では、ボーダー ロールを 1 つの場所に導

入した後にそのボーダー ロールの場所を変更すると、運用上の課題が発生することを理解

しておく必要があります。そのため、ファブリック境界の将来的な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。 

関連情報 

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）』、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 
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導入の詳細 

 

ここで説明するキャンパス ファブリックの導入環境と統合されたエンタープライズ ネットワークは仮想

化されず、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（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グ付け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。 

 



 

図 2 検証トポロジ 

 

SD-Access ネットワーク管理のインストール 

ここで説明する Cisco SD-Access ソリューションでは、単一の DNA Center ハードウェア アプライア

ンスを使用します。これは、3 層ノード クラスタの一部として将来組み込むための準備です。インス

トール方法に示すように、このソリューションでは、DNA Center ソフトウェアは冗長性を確保するた

めに設定された 2 つの ISE ノードと統合されて 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る接続の保護に役立てます。 

• 証明書サーバ情報：自己署名デジタル証明書を使用しない場合。 

 



 

DNA Center のインストール 

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。この検証では、将来 3 層ノード クラスタへの

移行が簡単になるように、単一の DNA Center アプライアンスに設定された仮想 IP（VIP）を使用す

る単一ノード クラスタを示します。単一ノード クラスタ構成では、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。 

図 3 DNA Center アプライアンスの背面図：DN1-HW-APL 

 

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+ 10 Gbps 

PORT 1 
mLOM 
SFP+ 10 Gbps 

M 
内蔵 RJ-45 

1 
内蔵 RJ-45 

2 
内蔵 RJ-45 

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 

Cisco 
Integrated 
Management 
Controller アウ

トオブバンド 

サーバ アプラ

イアンスの管理 

オプションの 

Web アクセ

ス専用管理

ネットワーク 

分離型イン

ターネット接続

用クラウド ネッ

トワーク ポート

（オプション） 

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 
単一のネットワーク インターフェイス（エンタープライズ ネットワーク インフラストラク

チャ、mLOM PORT1）を使用して DNA Center をネットワークに接続すると設定が簡

素化されます。これは、必要なデフォルト ゲートウェイは 1 つのみであることと、追加し

て接続するインターフェイス用にスタティック ルートのリストを維持する必要がなくなる

ためです。その他のオプションのインターフェイスを使用するときは（たとえば、インフラ

ストラクチャのプロビジョニングと DNA Center への管理アクセス用にネットワークを分

離する）、ネットワーク ルートの変更で、アプライアンスの再設定が必要になる場合が

あります。インストール後に DNA Center でスタティック ルートを更新するには、インス

トールしたバージョンの『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）』にあるアプライアンスの再設定手順に従います。 

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 アドレス空間を 2 つの /21 アドレス空間に分割し、それらを DNA 

Center インスタンス内で実行中のプロセス間にサービス通信をセットアップするための後の手順で使

用します。単一ノード クラスタ設定にも、3 ノード クラスタ設定にも、予約済みの IP アドレス空間が必

要です。 

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、該当するバージョンの

『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）』を参照してください。 

注意 
ここで説明するインストールは、DNA Center の新規インストールを想定しています。

すでに DNA Center を導入しており、ネットワーク内に管理デバイスがある場合は、こ

の「DNA Center のインストール」プロセスの手順を使用しないでください。代わりに、

Cisco.com でリリース ノートを参照し、必要なリリースに正常にアップグレードするため

の適切な手順を確認する必要があります。 

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

手順1 DNA Center ハードウェア アプライアンスの接続と設定 

ステップ 1 次の方法で、DNA Center ハードウェア アプライアンス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 Controller（IMC）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） 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-installation-guides-list.html
https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance%20Installation%20Guide&locale=enUS&tab=Cisco
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


 

ステップ 2 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、導入に必要なポートがあれば、それらを接続します。ここで説明する導入では、これらの

オプション ポートは使用しません。 

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）』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、Cisco IMC アク

セスに必要なクレデンシャルと合わせて、初回起動時にアプライアンスに Cisco IMC を設定します。

『Installation Guide（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 ラベルが付いたポート。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。次に、単一ノード クラス

タに単一アプライアンスを設定するか、またはネットワーク プロキシを設定することなく 3 ノード クラ

スタ導入に最初のアプライアンスを設定する例を示します。 

ステップ 3 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。 

Maglev 設定ウィザードへようこそ。（Welcome to the Maglev Configuration Wizard!） 

ステップ 4 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 5 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 サイズ以上のネット

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。 

ホスト IP アドレス（Host IP Address）： 

  192.168.127.1 

ネットマスク（Netmask）： 

  255.255.255.248 

デフォルト ゲートウェイの IP アドレス（Default Gateway IP Address）： 

  [空白] 

DNS サーバ（DNS Servers）： 

  [空白] 

スタティック ルート（Static Routes）： 

  [空白] 

クラスタ リンク（Cluster Link） 

  [space キーを使用して選択] 

 

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


 

IPv6 アドレスの設定（Configure IPv6 address） 

  [空白] 

• ウィザードの [ステップ #4（STEP #4）] の [オプション - ネットワーク アダプタ #2（enp1s0f0）

（OPTIONAL - NETWORK ADAPTER #2 (enp1s0f0)）] の選択： 

このインターフェイスは、DNA Center への管理 Web アクセスの専用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（スタティック ルートの設定を必要とする） を使用する場合に情

報を入力します。それ以外のすべての選択項目は空白のままにし、[次へ >>（next >>）] を選

択して続行します。 

• ウィザードの [ステップ #4（STEP #4）] の [オプション - ネットワーク アダプタ #3（enp1s0f1）

（OPTIONAL - NETWORK ADAPTER #3 (enp1s0f1)）] の選択： 

このインターフェイスは、スタティック ルートを持つインターネット クラウド リポジトリへの分離

されたネットワークで使用できます。この接続が必要な場合を除いて、すべての選択項目は

空白のままにし、[次へ >>（next >>）]  を選択して続行します。 

• ウィザードの [ステップ #4（STEP #4）] の [オプション - ネットワーク アダプタ #4（enp9s0）

（OPTIONAL - NETWORK ADAPTER #4 (enp9s0)）] の選択： 

ネットワーク インフラストラクチャとの通信にこのインターフェイスを使用します。少なくとも、

[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）]、および [DNS サーバ（DNS Servers）] を指定

します。デフォルト ゲートウェイで単一インターフェイスを使用しない場合は [スタティック 

ルート（Static Routes）] を指定した後、[次へ >>（next >>）] を選択して続行します。 

ホスト IP アドレス（Host IP Address）： 

  10.4.49.26 

ネットマスク（Netmask）： 

  255.255.255.0 

デフォルト ゲートウェイの IP アドレス（Default Gateway IP Address）： 

  10.4.49.1 

DNS サーバ（DNS Servers）： 

  10.4.49.10 

スタティック ルート（Static Routes）： 

  [単一インターフェイスのインストールの場合は空白] 

クラスタ リンク（Cluster Link） 

  [空白] 

IPv6 アドレスの設定（Configure IPv6 address） 

  [空白] 

ウィザードに情報メッセージが表示されます。 

検証を実行するには、ウィザードでコントローラをシャットダウンする必要があります…（The wizard 

will need to shutdown the controller in order to validate…） 

 



 

ステップ 6 [続行 >>（proceed >>）] を選択してネットワークの検証を続行します。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。 

ホストのネットワーキングが検証され、設定されるまで待機してください…（Please wait while 

we validate and configure host networking...） 

ステップ 7 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。すべてのイン

ストールで、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）』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）]： 

クラスタ仮想 IP アドレス（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 アカウントの設定（USER ACCOUNT 

SETTINGS）]： 

Linux パスワード（Linux Password）：* 

  [Linux パスワード] 

Linux パスワードの再入力（Re-enter Linux password）：* 

  [Linux パスワード] 

パスワード生成シード（Password Generation Seed）： 

  [このエントリはスキップ] 

自動生成パスワード（Auto Generated Password）： 

  [このエントリはスキップ] 

管理者パスフレーズ（Administrator Passphrase）：* 

  [DNAC 管理者パスワード] 

管理者パスフレーズの再入力（Re-enter Administrator Passphrase）：* 

  [DNAC 管理者パスワード] 

ステップ 8 ウィザードの [ステップ #14（STEP #14）] の [NTP サーバの設定（NTP SEVER 

SETTINGS）] では、1 つ以上のアクティブな NTP サーバを指定する必要があります。このサーバは

インストールを続行する前にテストされます。 

NTP サーバ（NTP Servers）：* 

  10.4.0.1 10.4.0.2 

ステップ 9 [次へ >>（next >>）] を選択します。インストールで NTP サーバとの接続が検証されます。 

NTP サーバの検証（Validating NTP Server）：10.4.0.1 

 

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


 

ステップ 10 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。 

サービス サブネット（Services Subnet）： * 

  192.168.240.0/21 

クラスタ サービス サブネット（Cluster Services Subnet）： * 

  192.168.248.0/21 

[次へ >>（next >>）] を選択します。ウィザードに情報メッセージが表示されます。 

これでウィザードがコントローラ上に設定を適用する準備が整いました。（The wizard is now 

ready to apply the configuration on the controller.） 

ステップ 11 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。 

[Maglev アプリケーションにようこそ（tty1）（Welcome to the Maglev Appliance 

(tty1)）] 

ステップ 12 Cisco IMC 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 ログイン（maglev-master-1 login）：maglev 

パスワード（Password）：[インストール時に割り当てられたパスワード]  

ステップ 13 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。 

 



 

手順2 DNA Center のバージョンの確認 

ステップ 1 前の手順で指定したクラスタ仮想 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。インストール後にプロセスが起動するまで

の間、Web サーバが最初の要求に対応できるようになるまで、しばらく待機することが必要になる場

合があります。 

ステップ 2 [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。 

 

 

https://10.4.49.25/


 

ステップ 3 パスワードのリセットの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 4 [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 [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）] を使用して ID を追加するために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。さらに、ソフトウェア

の移行と更新の手順で説明されているようにソフトウェア パッケージをダウンロードするには、クレデ

ンシャルが必要です。 

ステップ 5 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ている Cisco.com の ID を入力するか、

または [スキップ（Skip）] をクリックします。 

ステップ 6 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 7 [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 8 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。 

 

ステップ 9 バージョンが 1.1.6 以降であることを確認します。使用中のバージョンが 1.1.6 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 1.1.6 以降に

更新してから続行してください。後のステップで示すように、バージョン 1.1.6 はバージョン 1.2.3 に

アップグレードするための最小ソフトウェア要件です。 

 



 

 

手順3 リリース 1.2 への DNA Center プラットフォームの移行 

オプション 

DNA Center のバージョン 1.1.6 以降を実行しているものの、必要な DNA Center のバージョンであ

る 1.2.3 を実行していない場合は、Cisco Cloud リポジトリを使用して DNA Center アプライアンスを

必要なバージョンにアップグレードします。 

技術的なヒント 
この手順は、DNA Center リリース 1.1 のバージョン（最小 1.1.6）からバージョン 

1.2.3 へのアップグレードを示しています。その他のソフトウェア バージョンについては、

Cisco.com でリリース ノートを参照し、インストールされているバージョンからターゲッ

ト バージョンに正常にアップグレードするための適切な手順を確認してください。 

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

ステップ 1 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。 

 

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


 

 

[アプリケーション管理 - パッケージと更新（Application Management – Packages & Updates）] 画
面が表示されます。この画面を使用してパッケージをインストールし、コントローラに SD-Access 含

む機能を追加します。 

技術的なヒント 
DNA Center のリリース ノートには、DNA Center をファイアウォールの背後にあるイン

ターネットに接続し、クラウド カタログ サーバからパッケージをダウンロードするためのア

クセス要件が含まれています。リリース ノートは次の場所の Cisco.com にあります。 

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

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）] ボタンを使用して、経時的に検出される更新を表示できます。 

ステップ 2 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。 

 

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


 

ステップ 3 [今すぐ切り替える（Switch Now）] ボタンをクリックし、[OK] をクリックして、1.2 バージョン

への移行がもとに戻せないことを確認します。 

 
DNA Center がクラウド カタログ サーバに接続されます。 

 

 



 

DNA Center が 1.2 クラウド カタログ サーバへの接続を終了すると、1.2 リリース オプションでペー

ジが更新されます。画面を手動で更新するには、[更新（Refresh）] ボタンを使用します。表示される

システム パッケージの [使用可能な更新（Available Update）] のバージョンは 1.1.0.576 以降です。

これは、DNA Center プラットフォームのリリース 1.2 に対応します。 

 

ステップ 4 使用可能な更新のバージョン番号の右側にある [インストール（Install）] ボタンをクリック

します。 

注意 
[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 パッケージの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。 

システム更新プログラムのダウンロードが開始されたことを示すメッセージが表示されます。[ステータス

（Status）] には、何分にもわたって [更新をダウンロードしています（DOWNLOADING_UPDATES）] と

表示されます。ダウンロードが完了すると、インストールが自動的に開始され、[更新をインストールし

ています（INSTALLING_UPDATES）] というステータスが表示されます。このインストールには 1 時

間以上かかる場合があります。ステータスを確認するには、[更新（Refresh）] ボタンを使用します。 

インストールの最後でブラウザを更新して新しい UI を表示します。 

手順4 DNA Center 1.2 パッケージのアップグレード 

DNA Center プラットフォームがリリース 1.2 に変換された後でシステムを最新のパッケージにアップグ

レードします。リリース 1.2 の UI には、アップグレード中に使用されるいくつかの新機能があります。 

ステップ 1 DNA Center の Web UI に接続し、メインのダッシュ ボードに移動します。 

ステップ 2 DNA Center リリース 1.2 のダッシュボードの右上で、ソフトウェア更新クラウドを選択し、

[ソフトウェアの更新に移動（Go to Software Updates）] をクリックします。 

 

強化された [プラットフォームの更新（Platform Update）] 画面がリリース 1.2 に表示されます。 

 



 

ステップ 3 [プラットフォームの更新（Platform Update）] 画面の右上を確認し、[アプリの更新（App 

Updates）] と同じ行にある [すべてダウンロード（Download All）] ボタンがグレー表示になっているか

どうかを確認します。 

 

このボタンがグレー表示の場合は、次のステップに進む前に、ブラウザのキャッシュをクリアしてブラ

ウザ ウィンドウをリロードするか、あるいはプライベート モードまたはシークレット モードのブラウザ 

インスタンスを使用するとブラウザに新しい UI を表示できます。 

ステップ 4 [プラットフォームの更新（Platform Update）] 画面の右上で、[アプリの更新（App 

Updates）] と同じ行にある [すべてダウンロード（Download All）] をクリックします。画面上の他の 

[すべてダウンロード（Download All）] ボタンは選択しないでください。 

 

ステップ 5 表示されたポップアップで [続行（Continue）] を選択して更新操作を確定します。2 番目

の [システムの準備状況の確認（System Readiness Check）] のポップアップで [続行（Continue）] 

を選択します。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。 

 



 

 

パッケージのインストール ステータスでインターフェイスが更新され、画面上部のクラウド アイコンで

もステータスのどの画面にも移動できることをユーザに通知します。 

次のステップに進む前に、ダウンロード中の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

ドと関連するパッケージの依存関係のダウンロードおよびインストールは完了するまで 1 時間以上か

かる場合があります。更新にパッケージの依存関係がまだある場合は、[すべてダウンロード

（Download All）] ボタンが再び表示されます。 

ステップ 6 ダウンロードが完了した後に更新する追加パッケージがリストが表示された場合は、[すべ

てダウンロード（Download All）] ボタンがグレー表示でない [すべてインストール（Install All）] ボタンに

置換されるまで、前の 2 つのステップを繰り返します。 

 



 

ステップ 7 パッケージの新しいバージョンがダウンロードされたら、[プラットフォームの更新

（Platform Update）] の右上の [アプリの更新（App Updates）] と同じ行にある [すべてインストール

（Install All）] をクリックします。表示されたポップアップで [続行（Continue）] をクリックした後、[システ

ム準備状況の確認（System Readiness Check）] ポップアップで [続行（Continue）] をクリックします。

[パッケージのインストールはすぐに開始されます...（Packages installation will start soon…）] とい

う情報メッセージが表示された後、インストールが開始されます。 

 

残りのパッケージの更新が開始されます。ブラウザが自動的に更新され、パッケージごとに更新後の

ステータスが表示されます。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。すべてのパッケージの更新を一度に選択して更新することで、

DNA Center が依存関係を処理できるようにします。『Installation Guide（インストール 

ガイド）』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が説明されています。 

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。 

[ソフトウェアの更新（Software Updates）] > [更新（Updates）] 画面の [アプリの更新（App Updates）] 
の下に利用可能なパッケージが表示されなくなり、画面の右上のクラウド アイコンに緑色のチェック

マークが表示されたら、すべてのアプリケーション パッケージの更新がインストールされています。 

 

すべてのパッケージがインストールされるまでは次のステップに進まないでください。 

ステップ 8 [ソフトウェアの更新（Software Updates）] > [インストール済みのアプリ（Installed Apps）] 

に移動し、すべてのパッケージがインストールされていることを確認します。パッケージは、パッケージ 

タイプ別にグループ化されています。 

 

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


 

 

ステップ 9 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 

バージョン情報（About DNA Center）] をクリックした後、[パッケージの表示（Show Packages）] をク

リックします。このビューは、リリース ノートと比較するのに役立ちます。リリース ノートは [リリース 

ノート（Release Notes）] というテキストをクリックすると表示されます。 

 



 

 

 



 

インストール済みのすべてのアプリケーション パッケージで SD-Access 機能が使用できます。また、

インストール済みの ISE ノードとの統合も開始できます。 

Identity Services Engine ノードのインストール 

このガイドに記載されている SD-Access ソリューションは、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 pxGrid と External RESTful Services（ERS）も有効に

する必要があります。 

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 
DNA Center との互換性を確保するには特定の ISE ソフトウェア バージョンが必要で

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、推奨される他の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。 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html


 

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

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 

NTP server[time.nist.gov を入力]: 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/  

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。 

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 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。 

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）] でこの 2 番めの ISE ノードのロールを [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）] をクリックした後、[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。 

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、[CRSF の確認（CRSF Check）] で [ERS 要求に対して CSRF を無効にする

（Disable CSRF for ERS Request）] 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。 

 



 

 

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 

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 
拡張可能なグループ タグおよびグループベースのポリシーの導入などの VN への

エッジ ポートの割り当てとポリシー設定の自動化の要件として、この検証には ISE 

サーバとの DNA Center の統合が含まれています。 

 



 

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、認証、許可、アカウンティン

グ（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全体で使用されている

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、SSH を使用し

た ISE との通信に DNA Center に対して使用され、ISE のインストール時に作成した

デフォルトのスーパー管理者アカウントである必要があります。 

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、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。次に、[サブスクライバ名（Subscriber Name）]（例：dnac）を入力し、SSH キーを空白のまま

にして、[適用（Apply）] をクリックします。 

 



 

 

 



 

技術的なヒント 
多くの組織では、ネットワーク デバイスの管理認証に TACACS を使用していますが、

この検証では扱っていません。RADIUS クライアントの認証に使用されているのと同じ 

ISE サーバ上で TACACS を有効にする場合は、このステップの間に [詳細設定の表

示（View Advanced Settings）] ドロップダウン メニューも使用して、その ISE サーバ

を DNA Center に統合します。TACACS 統合を有効にするための ISE 設定情報は 

ISE 内にあります。[ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device 

Administration）] > [概要（Overview）] に移動して確認してください。 

通信の確立時は DNA Center のステータスが [AAA サーバを作成しています…（Creating AAA 
server…）] と表示されてから [ステータス（Status）] に [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。 

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、利用可能なデフォルトのグループに加えて既存の ISE グループも確認で

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 

この導入では、WLC をファブリックにネイティブに統合することによって、それらの WLC を 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）』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。ステートフル スイッチオーバーの高可用性（HA SSO）の復元力を備えた Cisco WLC のペアを

設定し、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。 

冗長 WLC は HA SSO WLC に適切なレイヤ 2 冗長性をサポートするように設定された一連のデバ

イスに接続する必要があります。たとえば、スイッチ スタック、Cisco Virtual Switching System、

Cisco StackWise® Virtual などは、データセンターや共有サービス ネットワークに存在している場合

があります。最大の復元力を得るため、冗長 WLC はレイヤ 3 ボーダー ノードに直接接続しないでく

ださい。 

技術的なヒント 
ここで説明する SD-Access ソリューションは、WLAN に使用されるレイヤ 2 オーバー

レイの IP フレームの転送のみをサポートします。ブロードキャストや未知のマルチキャ

スト トラフィックでレイヤ 2 でフラッディングさせることはありません。Address 

Resolution Protocol（ARP）は、ファブリック エッジからのブロードキャストを使用する

ことなく、MAC/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

を使用することで機能します。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。 

技術的なヒント 
Cisco Catalyst® 6800 シリーズのファブリックのボーダー デバイスを使用している間

に WLAN を SD-Access ソリューションの一部として追加するには、「付録 A：製品リス

ト」 に示したソフトウェア リリースが必要です。ワイヤレス コントロール プレーンをサ

ポートするソフトウェアがデバイスにない場合は、ワイヤレス サポートを含んでいる別

のコントロール プレーン デバイスを使用する必要があります。Cisco Catalyst 6800 シ

リーズを使用する際は、リリース ノートを参照して WLAN レイヤ 2 コントロール プレー

ンのサポートに加えられた変更を確認してください。 

手順1 スタートアップ ウィザードを使用した WLC Cisco AireOS プラットフォームの設定 

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）と Enter 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 
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ステップ 2 システム名を入力します。システム名にコロンを使用しないでください。また、デフォルト名

をそのままにしないでください。 

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 

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): 174 

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。表示される範囲は、WLC のモデルに

よって異なります。LAG を有効にした後は、すべての管理ポートが自動的に設定され、1 つの LAG 

として参加し、グループ内の任意の機能物理ポートが管理トラフィックを通過させるため、この番号は

任意となります。 

Management Interface Port Num [1 to 2]: 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 このステップでは、HA SSO を有効にする必要はありません。DNA Center は、デバイ

スのプロビジョニング時に HA SSO コントローラ設定を自動化します。 

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

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。 

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。 

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 スヌーピングをイネーブルにします。 

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 

警告! 「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 必要な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（RRM）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… 

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 適切なパラメータを使用し、セカンダリ WLC にステップ 1 からステップ 23 を繰り返し

ます。 

ステップ 25 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 ブラウザからそれぞれ

の Cisco WLC 管理 Web ページにログインし、接続を確認します。（例：https://10.4.174.26）。 

 

 

ステップ 26 [コマンド（Commands）] > [時刻の設定（Set Time）] に移動します。日付と時刻が NTP
サーバと一致していることを確認します。時刻が大幅に違っている場合は手動で修正し、ネットワーク 
インフラストラクチャ デバイスがデフォルトのタイム ゾーン以外を使用している場合はタイムゾーンも

選択します。正しい日付と時刻は、証明書の検証と WLC に AP を正常に登録するために重要です。 

 

https://10.4.174.26/


 

コントローラの検出準備が整って、DNA Center セットアップとの統合が可能になります。WLC へのエッジ 
ノードの特殊なルートなど他のコントローラの到達性要件についてはこの後の統合手順で対処します。 

SD-Access の導入 

初期ネットワーク設計と検出に対する DNA Center の使用 

DNA Center は、さまざまな規模のお客様が物理サイトと共通のリソースを簡単に定義することを可

能にする堅牢なデザイン アプリケーションを提供します。直感的に使用できる階層形式を利用した設

計アプリケーションでは、デバイスのプロビジョニング時に複数の場所で DHCP サーバ、DNS サー

バ、AAA サーバなど、同じリソースを再定義する必要がありません。設計アプリケーションで作成した

ネットワーク階層は、導入環境の実際の物理ネットワーク階層を模倣する必要があります。 

DNA Center を使用して、エリアのネットワーク階層を作成します。この階層には、追加のエリアやエ

リア内の建物およびフロアを含めることができます。デバイスは、サービスのプロビジョニングのため

に建物とフロア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。メインの DNA Center ダッシュボードに移動し、[設計

（Design）] カテゴリで [ネットワークにサイトの場所を追加（Add site locations on the network）] を選

択します。 

ステップ 2 [サイトの追加（Add Site）] をクリックしてツールを使用したネットワーク設計を開始します。

ドロップダウン メニューから [エリアの追加（Add Area）] を選択し、適切な [エリア名（Area Name）] 
を入力して [追加（Add）] をクリックします。 

 



 

 

ステップ 3 [サイトの追加（Add Site）] をクリックし、ドロップダウン メニューから [建物の追加（Add 

Building）] ボタンを選択して適切な [建物名（Building Name）] を入力します。前のステップで作成し

たサイトを [親（Parent）] として選択し、場所を割り当てるウィザードを実行した後 [追加（Add）] をク

リックします。 

建物を追加するには、ウィザード内の建物に近いおおよその番地を使用することができます。必要に

応じて、ターゲットの場所をクリックしてマップ上の建物の位置を調整することもできます。 

ステップ 4 必要に応じて前のステップ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。 

ステップ 5 ワイヤレスを建物に統合したり、建物内のネットワークをより詳細に選択したい場合は、

マップ上で建物を選択し（または階層内の建物の横にある歯車アイコンを選択し）、[フロアの追加

（Add Floor）] を選択してウィザードに詳細を設定します。 

フロアはワイヤレスのプロビジョニング時に参照されます。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。 
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手順2 サイトのネットワーク サービスを設定する 

DNA Center 内の階層に合わせて、AAA サービス、DHCP サービス、DNS サービスを設定します。

サービスがすべての階層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 1 DNA Center 内で [設計（DESIGN）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [ネット

ワーク（Network）] に移動します。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（DHCP Server）] に 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。 

 



 

 

ステップ 2 最上部近くの [ネットワーク テレメトリ（Network Telemetry）] の横にある[+ サーバの追加

（+ Add Servers）] ボタンをクリックし、[AAA] チェックボックスと [NTP] チェックボックスをオンにして 

[OK] をクリックします。 

 



 

 

使用可能な設定セクションとして [設定（Configuration）] ペインが AAA サーバと NTP サーバで更

新されます。ネットワーク インフラストラクチャ デバイス管理と、そのインフラストラクチャに接続するク

ライアントのエンドポイントの両方に AAA サービスを設定します。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。 

技術的なヒント 
多くの組織では、ネットワーク デバイスの管理認証に TACACS を使用していますが、

この検証では扱っていません。RADIUS クライアントの認証に使用するものと同じ ISE 

サーバ上で TACACS を有効にする場合は、次のステップの間に DNA Center 

TACACS 情報を追加します。TACACS 統合を有効にするための ISE 設定情報は 

ISE 内にあります。[ワーク センター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device 

Administration）] > [概要（Overview）] に移動して確認してください。 

 

 



 

ステップ 3 [AAA サーバ（AAA Server）] で、[ネットワーク（Network）] チェックボックスと [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、[ネットワーク（NETWORK）] と 

[サーバ（Servers）]で [ISE] オプション ボタンをオンにします。プルダウンを使用して事前に入力され

ている ISE サーバを選択し、[プロトコル（Protocol）] で [RADIUS] オプション ボタンをオンにします。

2 番目のプルダウンを使用して ISE サーバに [IP アドレス（プライマリ）（IP Address (Primary)] を選

択し、プラス記号（+）ボタンを選択した後、[IP アドレス（追加）（IP Address (Additional)）] プルダウン

から、冗長 ISE サーバ ノードを選択します。 

技術的なヒント 
ISE サーバの冗長性を適切に有効にするには、プライマリ IP アドレスと追加の IP アド

レスが、選択したネットワーク アドレスとともに表示されていることを続行する前に確認

します。 

ステップ 4 [クライアント/エンドポイント（CLIENT/ENDPOINT）] と [サーバ（Servers）] で、[ISE] オプ

ション ボタンをオンにし、[クライアント/エンドポイント（Client/Endpoint）] でポップダウンから事前に入

力された ISE サーバを選択します。[プロトコル（Protocol）] で [RADIUS] オプション ボタンをオンに

し、プルダウンを使用して ISE サーバに [IP アドレス（プライマリ）（IP Address (Primary)] を選択し、

プラス記号（+）ボタンを選択した後、[IP アドレス（追加）（IP Address (Additional)）] プルダウンから、

冗長 ISE サーバ ノードを選択して [保存（Save）] をクリックします。 

 

ステップ 5 [NTP サーバ（NTP Server）] で NTP サーバの [IP アドレス（IP Address）] を追加します。

1 つ以上の NTP サーバを追加する場合は+記号（+）!ボタンを選択し、[追加 NTP（Additional NTP）] 
で冗長 NTP サーバの IP アドレスを追加した後、[保存（Save）] をクリックします。 

AAA 用 ISE サーバ、サイト階層内で選択したレベルの DHCP、 DNS、および NTP 用のサーバは、

すべてファブリック プロビジョニング時に使用できるように保存されます。 

 



 

手順3 検出と管理用のデバイス クレデンシャルを追加する 

すでに設定されており、DNA Center で到達可能なネットワークであるデバイスを使用して SD-Access 

アンダーレイを導入するときは、CLI と Simple Network Management Protocol（SNMP）クレデンシャ

ルを指定して、それらのデバイスを検出し管理します。 

オプションとして、既存の設定を使用することなく、DNA Center の LAN 自動化機能を使用して LAN 

スイッチをアンダーレイに導入できます。Cisco Network Plug and Play（PnP）は、サポート対象のス

イッチの接続と初期設定を有効にするメカニズムです。LAN 自動化導入では、ディストリビューション

層内またはコア層内の Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチなど、サポート対象の 1 台以上の 

PnP シード デバイスにアクセスし、それらを準備するには、CLI クレデンシャルと SNMP クレデン

シャルも入力する必要があります。LAN 自動化では、選択したシード デバイス インターフェイスとそ

れらのネイバー スイッチに Cisco Discovery Protocol を使用して直接接続されているスイッチを検

出します。これらのスイッチはすべて PnP エージェントを実行しており、以前の設定はありません。入

力したクレデンシャルにより DNA Center とシード デバイスは連動し、検出したデバイスを設定して

管理対象のインベントリにそれらを追加することができます。 

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）] に移動し、左ペインでサイト階層の適切なレベルを選択します（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）。 

 

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 [保存

（Save）] をクリックします。 

 



 

 

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

デンシャルのタイプを選択します（例：[SNMPv2C 読み取り（SNMPv2c Read）]）。[追加（Add）] をク

リックし、更新するクレデンシャル（1 行ごとに 1 つのクレデンシャル）の横の行にあるオプション ボタ

ンをオンにします。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 階層で必要な他のクレデンシャルにステップ 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。選択後、毎回 [デバイス クレデンシャル（Device Credentials）] 画面の下部で [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4 グローバル IP アドレス プールの定義 

DNA Center で IP アドレスを手動で割り当てて、ネットワーク用に定義します。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。IPAM を統合しない場合は、DNA Center の割り

当てに対応させるため、IPAM サーバ上で IP アドレッシングと DHCP の範囲を手動で設定します。 

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、一部の IP テレフォニー ベンダーでは、

自社のデバイスが正常に機能するように特定の DHCP オプションを必要とします（例：TFTP サーバ

による設定用の DHCP オプション 150）。製品のドキュメントを確認し、導入環境の要件に対応してく

ださい。 

この手順では、プール予約プロセス時に使用する IP アドレス プールを手動で定義する方法を示しま

す。これらのプールはネットワーク内のサイトに割り当てられます。割り当てステップは、手動でも統

合でも、IPAM の導入に必要です。大規模なグローバル プールを作成してから、サイト階層の下位レ

ベルでプールのサブセットを予約することができます。IP アドレス プールはグローバル レベルでのみ

作成され、グローバル以外のレベルでのみ予約されます。 

 



 

このガイドで説明する導入の検証では、表に記載されている一連のグローバル アドレス プールを使

用します。 

表 3 検証時に使用されるグローバル 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 — — 

MULTICAST_PEER 172.16.174.0/24 172.16.174.1 — — 

ACCESS_POINT 172.16.173.0/24 172.16.173.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

LAN_UNDERLAY 10.4.14.0/24 10.4.14.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

EMPLOYEE-DATA 10.101.114.0/24 10.101.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

EMPLOYEE-PHONE 10.101.214.0/24 10.101.214.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

BUILDING_CONTROL 10.102.114.0/24 10.102.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

GUEST 10.103.114.0/24 10.103.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

LAN_AUTOMATION 10.5.100.0/24 10.5.100.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

 

ステップ 1 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）]  を選択し、[+ IP 

プールの追加（+ Add IP Pool）] をクリックします。[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）]、および [ゲートウェイ IP アドレス（Gateway IP 

address）] に入力します。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 

サーバを割り当てます。[オーバーラップ（Overlapping）] は選択しないでください。完了したら、[保存

（Save）] をクリックします。 

 



 

 

ステップ 2 サイト レベルと建物レベルのサブネットが含まれているグローバル IP プールを追加する

場合は、前のステップを繰り返します。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5 IP アドレス プールの予約 

ネットワーク階層を使用した設計では、定義済みのグローバル IP アドレス プールをサイトの IP アド

レス予約に使用します。単一サイトの導入では、そのサイトのグローバル IP アドレス プール セット全

体を予約できます。定義済みのグローバル IP アドレス プールからアドレスを予約した場合は、それ

らの予約で DNS サーバと DHCP サーバを使用できます。または、それらを上書きできます。 

技術的なヒント 
サイトでの IP アドレス プールの予約は、以前に SD-Access 1.1 ソリューションで使用

可能だった機能を強化したものであり、付録に記載されている DNA Center ソフトウェ

アを使用して利用できます。 

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、サイト階層内の左側で IP アドレス プールにサイトまたはそれより下のレ

ベル（例：RTP5 C9K）を選択し、右上で [IP プールの予約（Reserve IP Pool）] を選択します。 

 

ステップ 2 [IP プール名（IP Pool Name）] に入力し（例：EMPLOYEE-DATA-RTP5）、[タイプ

（Type）] で [LAN] を選択して、予約する [グローバル IP プール（Global IP Pool）] ソース（例：

EMPLOYEE-DATA）を選択します。[CIDR 表記/IP アドレス数（CIDR Notation / No. of IP 
Addresses）] で使用するアドレス空間の部分（例：10.101.114.0/24）を選択します。[ゲートウェイ IP 
アドレス（Gateway IP Address）]、[DHCP サーバ（DHCP Server）] 、および[DNS サーバ（DNS 
Servers(s)）] で割り当てを行い、[予約（Reserve）] をクリックします。 

 



 

 

ステップ 3 サイトの階層で予約する必要があるすべてのグローバル プール アドレス ブロックに対し

て前のステップを繰り返します。 

割り当てられたアドレス プールが階層に表示されます。 

 



 

 

SD-Access ネットワークのセグメンテーションとポリシーの作成 

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、マクロ セグ

メンテーションに使用されることも多くなっています。 

SD-Access のセグメンテーションの設計を使用事例でより詳細に検討するには、Cisco.com で

『Software-Defined Access Segmentation Design Guide（ソフトウェア デファインド アクセスのセグ

メンテーション設計）』を参照してください。 

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。 

 

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


 

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：OPERATIONS）、[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 [仮想ネットワーク内のグ

ループ（Groups in the Virtual Network）] プール（例：Auditors、Developers、Development_Servers、

Employees、および PCI_Servers）内にドラッグし、[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。 

オーバーレイ ネットワークごとにこのステップを繰り返します。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。次に、

PCI_Servers グループとの通信からの Employee グループのユーザを拒否するために使用できる

基本的なポリシーの例を示します。ISE によってネットワークへレンダリングされるため、認証プロファ

イルが SGT をエンドポイントまたはユーザに適切に割り当てられれば、ここで作成したポリシーの意

図が使用されます。 

 



 

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）] > [グループベース アク

セス コントロール（Group-Based Access Control ] > [グループベース アクセス コントロール ポリ

シー（Group-Based Access Control Policies）] 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 [Employees] 
グループをドラッグして [送信元（Source）] ペインにドロップし、 [PCI_Servers] グループを [宛先

（Destination）] ペインにドロップします。[ポリシー名（Policy Name）] に入力し（例：Deny-Employee-

to-PCI）、[説明（Description）] に入力したら [ポリシーの有効化（Enable Policy）] を選択して [双方

向に有効化（Enable Bi-directional）] を選択します。[+ 連絡先の追加（+ Add Contract）] をクリック

して [拒否（deny）] を選択します。[OK] をクリックした後、[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。双方向オプションを選

択した結果としてリバース ポリシーも作成され、導入されます。これで、ポリシーは DNA Center で

作成したファブリックへの適用に使用できるようになるとともに、Cisco TrustSec ポリシー マトリックス

を使用して ISE に表示できるようになります。 

 

ステップ 2 右上にある [詳細オプション（Advanced Options）] をクリックします。ISE のログインにリ

ダイレクトされ、TrustSec ポリシー マトリックスが表示されます。ネットワークへのレンダリングに対応

してポリシーが ISE に更新されていることを確認します。 

このステップでは ISE へのログインのショートカットを説明します。[ワーク センター（Work Centers）] > 

[TrustSec] > [TrustSec ポリシー（TrustSec Policy）] に移動し、左側で [マトリックス（Matrix）] を選

択します。 

 



 

 

ネットワークを自動化するための準備 

作成したネットワーク設計とポリシーを導入できるようにするには、機能中のネットワーク アンダーレ

イと動作中の管理接続が存在する必要があります。 

手順1 Cisco IOS XE CLI を使用したアンダーレイ ネットワーク デバイス管理の設定 

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。 

後の手順の一環として LAN 自動化を使用して検出および設定するデバイスには設定を追加しない

でください。既存の設定を持つデバイスは LAN 自動化では設定できません。次に、Cisco Catalyst 

スイッチ上で Cisco IOS XE を使用した設定の例を示します。 

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 

技術的なヒント 
ルータ上で Cisco IOS XE を使用したアンダーレイ接続には、インターフェイス コンフィ

ギュレーション レベルで mtu コマンドを使用する必要があります。また、Cisco IOS 

XE を使用しない Cisco Catalyst と Cisco Nexus® スイッチはグローバル コンフィ

ギュレーション レベルで system jumbo mtu コマンドを使用します。 

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2 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 

ルーテッド アクセス ネットワーク導入モデルを使用してアンダーレイ ネットワークをすでに設定してい

る場合は、この手順をスキップしてください。ほとんどの導入環境に次の手順が必要です。 

LAN 自動化を使用して検出および設定するデバイスには設定を追加しないでください。既存の設定

を持つデバイスは LAN 自動化のオンボーディングでは設定できません。 

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] [netmask] 

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 49.0000.0100.0400.0001.00 

 domain-password [domain password] 

 ispf level-1-2 

 metric-style wide 

 nsf ietf 

 log-adjacency-changes 

 bfd all-interfaces 

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

（49.0000）が付加され、その結果 NET は、49.0000.0100.0403.2001.00 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 address [ip address] [netmask] 

 ip router isis 

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

 no switchport 

 dampening 

 ip address [ip address] [netmask] 

 ip router isis 

 logging event link-status 

 load-interval 30 

 bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3 

 no bfd echo 

 isis network point-to-point 

 



 

手順3 ボーダーでの外部ルータ ネイバーとのルーティング接続の有効化 

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 802.1Q ハンドオフを使用して 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。ほとんどの導入環境に次の手順が必要です。 

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、Cisco 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 

 



 

ステップ 3 冗長ボーダー ノードを、アンダーレイ通信用と、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] [netmask] 

 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、接続しているインターフェイス上で 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 

 



 

手順4 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5 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 

ファブリック ボーダー ルータに接続されているフュージョン ルータには、前の手順と一致するアン

ダーレイ接続用の CLI 設定が必要です。ボーダーに接続されている外部フュージョン ルータ デバイ

スごとに次の手順を実行します。 

例としてのフュージョン ルータは、ファブリック アンダーレイへの到達を可能にするために、エンター

プライズ全体のグローバル ルートを含む VRF とボーダーのグローバル ルーティング テーブル間で

のルート ピアリングを使用して設定されます。フュージョン ルータのグローバル ルーティング テーブ

ルは使用していません。 

または、VRF は使用せずにフュージョン ルータのエンタープライズ全体のルーティング テーブルと

ボーダーのグローバル ルーティング テーブル間でピアリングします。 

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_ROUTES 

 rd 100:100 

 ! 

 



 

 address-family ipv4 

  route-target export 100:100 

  route-target import 100:100 

exit-address-family 

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 

 no shutdown 

interface TenGigabitEthernet0/1/7.100 

 encapsulation dot1Q 100 

 vrf forwarding VRF-GLOBAL_ROUTES 

 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_ROUTES 

  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 

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_ROUTES 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6 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 デバイス内のルーティング トポロジにアクティブに参加してい

るレイヤ 3 デバイスである必要がある。 

• 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。 

後の手順の一環として LAN 自動化を使用して検出および設定するデバイスには設定を追加しない

でください。既存の設定を持つデバイスは LAN 自動化では設定できません。 

 



 

手順7 ネットワーク デバイスを検出して管理する 

DNA Center を使用して SD-Access アンダーレイ ネットワークを検出および管理するには、デバイ

スへの IP 接続を有効にし、CLI と SNMP 管理クレデンシャルを使用して DNA Center を指定します。

LAN 自動化シード デバイスと、次の手順で LAN 自動化を使用して検出および管理する予定のない

その他すべてのデバイスにこの手順を実行します。 

次に、ネットワーク デバイスのスキャン対象とする 1 つの IP アドレス範囲または複数の範囲を指定

して検出を開始する例を示します。この方法で検出が制限され、時間が節約される可能性があります。

または、LAN 自動化のオンボーディングを使用しないデバイスについては、検出対象の最初のデバ

イスを指定し、DNA Center が Cisco Discovery Protocol 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。Cisco Discovery Protocol を使用すると、デフォルトのホップ回数が妥

当な回数に低減され、検出が加速化されます。 

ステップ 1 DNA Center のメイン ダッシュ ボードに移動し、下部の [ツール（Tools）] セクション内で 
[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

リックして [IP 範囲（IP Ranges）] に開始 IP ループバック アドレスと終了 IP ループバック アドレスを

入力します（単一アドレスを対象とする場合は、範囲の開始と終了の両方にそのアドレスを入力しま

す）。[優先する管理 IP（Preferred Management IP）] では、管理に使用するループバック インター

フェイスがデバイスにある場合は、ドロップダウンリストを使用して [ループバックを使用（Use 
Loopback）] を選択します。 

ステップ 2 他の範囲がある場合は、最初の範囲の横にある [+]（プラス記号）をクリックして追加の範

囲を入力し、残りの範囲についてもその手順を繰り返します。検出に使用するクレデンシャルを確認

し、下部にある [開始（Start）]  をクリックします。 

 

 



 

検出実行中は検出の詳細が表示されます。 

 

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。 

技術的なヒント 
大規模構成の Cisco Catalyst 6800 シリーズ スイッチを使用している場合は、コンフィ

ギュレーション モードで次のコマンドを追加し、検出がタイムアウトしないようにします。 

snmp mib flash cache 

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。 

 



 

技術的なヒント 
インベントリ テーブルのタイトル行の右側で、表示する列を一時的に調整できます。 

[デバイス ロール（Device Role）] の列を追加すると、デバイス タイプに基づく検出に

よって割り当てられたデバイス ロールを表示したり、デバイスの実際の導入を適切に

反映するようにロール（アクセス、配信、コア、ボーダー ルータなど）を調整することが

できます。ここでロールを調整することによって最初のトポロジ マップの外観を改善で

きます。また、ロールは後で調整することもできます。 

手順8 LAN 自動化を使用したアンダーレイ スイッチの設定 

オプション 

既存の設定を使用せずに DNA Center の LAN 自動化機能を使用して LAN スイッチをアンダーレイに

導入する場合は、次の手順を使用します。PnP でプッシュするデバイス CLI と SNMP のクレデンシャ

ル、接続に使用するネットワークに到達可能な IP アドレス プール、およびシード デバイス（通常はボー

ダー スイッチ）は前の手順の一部として設定されています。各シード デバイスには、適切な VTP モード

と MTU 設定（例：vtp mode transparent, system mtu 9100）があるはずです。検出するデバイスに接

続されたシード デバイス上のポートはレイヤ 2 モード（アクセス ポートとルーテッド ポート）である必要

があり、シード デバイス ポートは専用アウトオブバンド（OOB）管理ポートにすることはできません。 

技術的なヒント 
LAN 自動化では、サポート対象のシード デバイスからサポート対象のスイッチを検出

できます（検証済みのスイッチは付録に記載されています）。検出されたスイッチは、 

選択したシード デバイス インターフェイスに直接接続され（OOB 管理ポートはサポー

ト対象外）、接続されたスイッチまで最大 1 ホップ、シード デバイスからは合計 2 ホッ

プ離れています。入力したクレデンシャルにより DNA Center とシード デバイスは連動

し、検出したデバイスを設定して管理対象のインベントリにそれらを追加することができ

ます。検出されたデバイスはすべて前の設定を持たない PnP で実行されている必要

があるため、以前に設定したスイッチを使用するには、PnP エージェントが実行されて

いる状態に復元する必要があります。これは、次のコンフィギュレーション モードと 

EXEC モード コマンドを使用して実行します。 

(config) #config register 0x2102 

(config)#crypto key zeroize 

(config)#no crypto pki certificate pool 

delete /force vlan.dat 

delete /force nvram:*.cer 

delete /force nvram:pnp* 

delete /force flash:pnp* 

delete /force stby-nvram:*.cer 

delete /force stby-nvram:*.pnp* 

!previous two lines only for HA systems 

write erase 

reload 

 



 

リロード プロセスの設定を保存しないでください。スイッチ スタックで LAN 自動化を準

備するには、スタック内の各スイッチに同じ復元コマンドを使用します。 

スイッチ スタッキングの要件は LAN 自動化では変更されません。スタック内のすべて

のスイッチが IP ルーティング機能をサポートしている同じソフトウェア ライセンスと

バージョンを実行しており、インストール モード（バンドル モードではない）である必要

があります。ポート番号付けとスタック動作について最も強力な制御が必要な場合は、

LAN 自動化プロセスを開始する前に、スイッチ スタックの番号付けを調整し、EXEC 

モードで次のコマンドを実行して優先度を引き上げることで、スタック内でスイッチをア

クティブ ロールにするように影響を与えることができます。 

switch [switch stack number] renumber [new stack number] 

switch [switch stack number] priority 15 

ステップ 1 シード デバイスがインベントリに存在し、DNA Center で管理され、サイトに割り当てられ

ていることを確認します。 

ステップ 2 Catalyst 6800 シード デバイスを使用する場合は、インターフェイス コンフィギュレーショ

ン モード コマンドを使用して検索対象デバイスがレイヤ 2 ポートになるようにポートを変更します。 

switchport 

設定変更を保存した後、メインの DNA Center ダッシュボードに移動して [ツール（Tools）] で [インベ

ントリ（Inventory）] を選択し、変更後の [Catalyst 6800 スイッチ（Catalyst 6800 switch）] を選択しま

す。上部の [アクション（Actions）] プルダウンから [再同期（Resync）] を選択してデバイスを同期化し

ます。 

技術的なヒント 
LAN 自動化に使用する IP プールは、検出するデバイス数よりも著しく大きいサイズで

ある必要があります。プールは半分に分割されています。半分はシード デバイスに

よって提供される VLAN 1 DHCP サービスに使用されます。プールの残りの半分は、

ポイントツーポイントのリンク アドレッシング用のアドレス空間と、ループバック アドレッ

シング用としてさらに 2 分割されています。エンドポイントはスイッチにプラグインしない

でください。これらは PnP プロビジョニング用の IP プール DHCP を枯渇させる可能性

があります。 

プロビジョニングを正常に完了させるには LAN 自動化プール内のアドレスが DNA 

Center で到達可能であることが必要です。また、これらのアドレスはネットワークの他

のどのような場所でも使用してはなりません。DNA Center でデフォルト ルートを持つ 

1 つのポートではなく、Web アクセス ポート用のオプションの専用管理ネットワークを

使用している場合は、LAN 自動化 IP プールへのルートがエンタープライズ ネットワー

ク インフラストラクチャ ポート経由で使用できることを確認する必要があります。IP 

プールが DNA Center で設定されているルートに含まれていない場合は、SSH ポート 

2222 を使用して DNA Center に接続してから、maglev としてログインし、次のコマン

ドを実行します。 

sudo maglev-config update 

LAN の自動化を開始する前に、コンフィギュレーション ウィザードを使用してスタティッ

ク ルートを設定し、適切なネットワーク アダプタに IP プールを組み込みます。 

 



 

ステップ 3 [プロビジョニング（PROVISION）] > [デバイス（Devices）] > [インベントリ（Inventory）] に

移動します。上部で、[LAN 自動化（LAN Automation）] ドロップダウンをクリックし、[LAN 自動化

（LAN Automation）] をクリックして、LAN 自動化スライドアウトの右側でサポート対象のシード デバ

イスにパラメータを入力します。検出するデバイスに接続されたインターフェイスを選択して [開始

（Start）] をクリックします。 

 

ステップ 4 [LAN 自動ステータス（LAN Auto Status）] をクリックし、進捗状況を表示します。このス

テップでは [停止（Stop）] をクリックしてしないでください。すべてのデバイスが [完了（Completed）] 
状態を表示するまで待ってから、次の確認ステップに進みます。途中で PnP プロセスを停止すると、

検出は復旧に手動による操作が必要な状態のままとなりますシードから 1 ホップ離れたデバイスの

検出は完了までにかなりの時間がかかる場合があります。 

 



 

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 [トポロジ

（Topology）] を選択します。すべてのリンクを検出する必要があります。トポロジにないリンクがある

場合は、物理接続を確認してから、[ツール（Tools）] で [インベントリ（Inventory）] を選択し、シード 

デバイス スイッチごとに上部の [アクション（Actions）] プルダウンから [再同期（Resync）] を選択しま

す。デバイスが管理対象状態に変化するまで待ち、次のステップに進みます。 

ステップ 6 [プロビジョニング（PROVISION）] > [デバイス（Devices）] > [インベントリ（Inventory）] に

移動します。上部の [LAN 自動化（LAN Automation）]  ドロップダウンをクリックして、[LAN 自動ス

テータス（LAN Auto Status）]  をクリックします。検出されたすべてのデバイスが [完了（Completed）] 
状態に達したら、[停止（Stop）] をクリックします。LAN 自動化は VLAN 1 上のすべてのレイヤ 2 接

続を切断し、ルーテッド ネットワークへの到達可能性にアンダーレイ IS-IS ルーティング プロトコルを

使用します。また、デバイスはインベントリで管理されます。 

 

 



 

手順9 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

ると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）]、[+ インポート（+ Import）] をクリックし、[イメージ/アドオンのインポート（Import 

Image/Add-On）] ダイアログで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://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
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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10 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、選択項目間での接続依存関係がないために [無効（Outdated）] とマークされているすべて

のデバイスを選択します（これにより、デバイスがリブートされる間にアップグレード時の接続損失を

回避します）。次に、[アクション（Actions）] メニューで [OS イメージの更新（Update OS Image）] を
選択します。 

 



 

 

ステップ 2 更新するデバイスの選択を確認し、[日時（When）] のデフォルトの [今すぐ（Now）] の選

択を使用し、[適用（Apply）] をクリックします。次に、リブート中のデバイスに関するポップアップの警

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。[更新（Refresh）] ボタンを使用して [進行中（In Progress）] ステータ

スが削除されるタイミングを確認します。 

ステップ 3 デバイスのアップグレードが失敗し、[OS イメージ（OS Image）] のステータスが [無効

（Outdated）] に戻る場合は、[デバイス インベントリ（Device Inventory）] ページの右上にある [ス

テータスの更新（Update Status）] をクリックしてアップグレードが失敗した理由を確認します。 

 

表示されたタスク ステータスのメッセージに基づいて障害に対処します。 

ステップ 4 必要に応じてこの手順を繰り返し、ネットワークの導入に必要なバージョンにデバイス ソ

フトウェアを更新します。 

 



 

SD-Access アンダーレイ ネットワークのプロビジョニング 

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 SD-Access ネットワークに参加するロールで

デバイスをプロビジョニングします。 

手順1 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 

ネットワーク デバイスをプロビジョニングし、その後に SD-Access ネットワークに統合するサイトへデ

バイスを割り当てます。クレデンシャルを使用して ISE 設定を更新し、この手順の一環としてプロビ

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、ISE を使用する

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、ISE 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。 

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

用した名前で、かつ ISE 管理者のものとは異なる名前）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：[すべてのルータ（all routers）]）

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。 

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。[更新（Refresh）] ボタンを

使用して最終ステータスを更新します。 

ステップ 6 追加するデバイスのバッチごとに DNA Center のプロビジョニング ステップを繰り返します。

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。 

ステップ 7 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 オーバーレイ ネットワークのプロビジョニング 

ファブリック オーバーレイ ネットワークは、インベントリに追加され、サイトにプロビジョニングされた検

出済みのデバイスを使用して DNA Center に作成されます。DNA Center は、SD-Access オーバー

レイ ネットワークをサポートする追加のデバイス設定を自動化します。 

SD-Access 1.2 ソリューションでは、次のファブリック構造のプロビジョニングをサポートしています。 

• ファブリック サイト：コントロール プレーン ノード機能とエッジ ノード機能を含む独立したファ

ブリック。ファブリック ボーダー ノードはファブリック サイトから出力するために使用され、 

通常は ISE PSN とファブリックモード WLC が含まれています。 

• トランジット サイト：トランジット ネットワークとも呼ばれ、ファブリック サイトを外部ネットワー

ク（IP ベースのトランジット）か、または 1 つ以上のファブリック サイト（SD-Access トランジッ

ト）のいずれかに接続します。 

• ファブリック ドメイン：1 つ以上のファブリック サイトと対応するトランジット サイトが含まれます。 

IP ベースのトランジット ネットワークは、通常は VRF-lite を接続に使用してファブリックを外部ネット

ワークに接続します。SD-Access トランジットは SGT と VN 情報を伝送します。本質的には、ファブ

リック サイト間でポリシーとセグメンテーションを伝送します。 

技術的なヒント 
付録に記載されている DNA Center ソフトウェアと Cisco IOS ソフトウェアには SD-

Access トランジットの検証は含まれていません。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、追加のオプションをサポートできる他のソフト

ウェア バージョンを検索できます。 

手順1 IP ベースのトランジット サイトの作成 

IP ベースのトランジット サイトは BGP リモート自律システム (AS) を表します。ローカル BGP AS は、

後の手順でプロビジョニングするファブリック ボーダーの一部として設定されます。 

ステップ 1 DNA Center を使用して [プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] に移

動します。右上にある [+ ファブリック ドメインまたはトランジットの追加（+ Add Fabric Domain or 

Transit）] をクリックし、[トランジットの追加（Add Transit）] をクリックします。スライドアウトで [トラン

ジット名（Transit Name）] に入力します（例：IP_Transit）。[IP ベース（IP-Based）] を選択し、[ルー

ティング プロトコル（Routing Protocol）] として [BGP] を選択し、リモート BGP AS の [自律システム

番号（Autonomous System Number）] に入力し（例：65500）、[保存（Save）] をクリックします。 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
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ステータス メッセージが表示され、トランジットが作成されます。 

手順2 ファブリック ドメインの作成とサイトの追加 

 

ステップ 1 DNA Center を使用し、[プロビジョニング（PROVISION）] > [ファブリック（Fabric）] に移

動します。右上の [（ファブリック ドメインまたはトランジットの追加（+ Add Fabric Domain or 

Transit）] をクリックし、[ファブリックの追加（Add Fabric）] をクリックします。スライドアウトで [ファブ

リック名（Fabric Name）] に入力します（例：RTP5_Fabric）。サイト階層を使用して、ファブリックを有

効にするサイトが含まれた場所を選択し（例：RTP5-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。 

ステップ 2 作成したファブリック ドメイン名（例：RTP5_Fabric）をクリックし、左側の [ファブリック対応

サイト（Fabric-Enabled Sites）] 階層で前のステップで追加したサイトを選択します（例：

Global/RTP/RTP5-C9K）。ファブリックと関連サイトのビューが表示されます。 

 

ステップ 3 上に示したファブリック トポロジ ダイアグラムで導入した 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）トポロジを模倣していない場合は、[ツール

（Tools）] > [インベントリ（Inventory）] に移動し、表示する列をインベントリ テーブルのタイトル行の

右側で [デバイス ロール（Device Role）] が含まれるように調整し、さらにデバイスの実際の導入を

最も適切に反映するロールを調整することでトポロジを修正します。ファブリック ドメインのトポロジ表

示を更新するためのデバイスのロールを変更した後に戻ります。 

 



 

手順3 ファブリックのオーバーレイの作成 

ステップ 1 ファブリック ドメイン トポロジ ビューで、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 2 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 Cisco 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、

外部ボーダー ノードとして設定されている 7700 シリーズに直接接続します。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 3 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、ボーダー接続機能を得るために以前設定し

たグローバル プールを選択します。[インターネットに接続済み（Connected to the Internet）] はオフ

のままにし、[トランジット（Transit）] メニューでトランジットを選択し（例：IP_Transit）、トランジットの横

のグレー表示されている [追加（Add）] ボタンをクリックします。 



 

 

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 4 IP トランジットをクリックし、表示された [+ インターフェイスの追加（+ Add Interface）] をク

リックして、スライドアウト ボックスでファブリット外部のフュージョン ルータに接続するためのインター

フェイスを選択し、表示されているファブリック外部のデバイスの BGP の [リモート AS 番号（Remote 

AS Number）] の下で [仮想ネットワーク（Virtual Network）] を選択し、すべての VN を選択してファ

ブリック外部のレイヤ 3 のハンドオフに組み込み、[保存（Save）] をクリックしてから [追加（Add）] を
クリックします。 

 



 

 

ステップ 5 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。 

ステップ 6 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。 

 

 



 

ファブリックのアイコンが青色になり、ファブリックを作成することを通知します。デバイスの実際のプ

ロビジョニングは完了するまで時間がかかる場合があります。 

手順4 ボーダー ルータのネイバー（フュージョン）の VN の eBGP 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。 

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 
ボーダー ノードとフュージョン ルータ間の接続障害から保護するには、復元力のある

ボーダー ノードのペアをそれらのノード間に直接接続して導入します。自動トラフィック 

リダイレクションを有効にするには、設定済みのすべての VN のボーダー ノード間に 

iBGP ネイバー関係を作成します。ルータ上のスイッチとサブインターフェイスのトラン

ク設定を使用する 802.1Q タグ付けを使用して複数の論理接続をサポートします。 

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。 

技術的なヒント 
フュージョン ルータに設定する VRF 名、ルート識別子、およびルート ターゲットは、

ボーダー ノードの設定と一致する必要があります。 

 



 

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 ボーダーに対する 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 

手順5 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）] に移動し、[ファブリック ドメイン（Fabric Domains）] で、作成したファブリック サイト 

（例：RTP5_Fabric）をクリックし、[ホスト オンボーディング（Host Onboarding）] タブをクリックします。

[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、セクションの上部にある [保存（Save）] をクリックした後、[適用（Apply）] 
をクリックします。 

 

 



 

ポートのデフォルトとしてクローズ認証が設定されています。この設定は他の目的でオーバーライドで

きます。 

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：OPERATIONS）、[仮想ネットワークの編集：OPERATIONS（Edit Virtual Network:OPERATIONS）] 
スライドアウト ペインで VN に追加する IP プールの名前を選択し（例：EMPLOYEE-DATA-RTP5）、 

[トラフィック タイプ（Traffic Type）] で [データ（Data）] を選択します。[レイヤ 2 拡張（Layer 2 Extension）] 
が [オン（On）] になっていることを確認してから [更新（Update）] をクリックします。 

  

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（Now）] を選択したまま [適用（Apply）] をクリックします。 

ステータス メッセージが表示された後、[ホスト オンボーディング（Host Onboarding）] 画面が表示さ

れます。 

手順6 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 

オプション 

AP など、802.1x をサポートしていないデバイスが接続されている場合や、IOT デバイスの MAB 認

証などの他の認証方式を使用する場合、またはアドレス プールをポートに手動で割り当てる場合は、

前の手順で割り当てたデフォルトの認証テンプレート（クローズド認証）を上書きします。 

デフォルト認証テンプレートを上書きする必要があるファブリック エッジ ポートに接続されたクライアン

トがあるファブリック エッジ スイッチごとに、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）] に移動し、[ファブリック ドメイ

ン（Fabric Domains）] で、作成したファブリック サイト（例：RTP5_Fabric）をクリックします。[ホスト  

オンボーディング（Host Onboarding）] タブをクリックし、[ポート割り当ての選択（Select Port 

Assignment）] セクションの左の列でスイッチを選択します。 

ステップ 2 スイッチ ポートのリスト内で、ファブリック VN に参加する一連の有線ファブリック エッジ 

ポートを選択した後、[割り当て（Assign）] をクリックします。 

 

ステップ 3 スライド アウトで、適切な [接続済みデバイスのタイプ（Connected Device Type）] を選

択し（例：ip-phone,computer,laptop）、[アドレス プール（Address Pool）] を選択します（例：example: 

10_101_114_0(EMPLOYEE-DATA-RTP5)）。[グループ（Group）] を選択し（例：Employees）、 

必要に応じて [音声プール（Voice Pool）] を選択します。[認証テンプレート（Auth Template）]  
（例：No Authentication）を選択した後、[更新（Update）] をクリックします。 

ステップ 4 [ポート割り当ての選択（Select Port Assignment）] セクションの右側で、[保存（Save）] を
選択してデフォルトの [今すぐ（Now）] の選択をそのままにし、[適用（Apply）] をクリックします。 

 

ステップ 5 追加するスイッチごとに前の手順を繰り返します。 

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。 

 



 

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。認証方式として [認証なし

（No Authentication）] を選択した場合、画面の上部の [認証テンプレートの選択

（Select Authentication template）] で選択したグローバル デフォルト認証テンプレー

トが DNA Center によってプッシュされます。[クローズド認証（Closed Authentication）] 

を選択した場合、および [オープン認証（Open Authentication）] を選択した場合、

DNA Center によってポート設定がプッシュされます。 

 

手順7 ファブリックに対するマルチキャストの有効化 

オプション 

この手順を使用して、ファブリック オーバーレイにマルチキャスト サポートを設定します。 

SD-Access ファブリックは、Any Source Multicast（ASM）と Source Specific Multicast（SSM）をサ

ポートできます。送信元がファブリック内であっても、ファブリック外であっても構いませんが、ファブ

リック ボーダー ノードでのみランデブー ポイント設定を使用できます。PIM メッセージはボーダー 

ノードとファブリック エッジ間のユニキャストであり、マルチキャスト パケットはファブリック エッジ ノー

ドに対するヘッド エンドのファブリック ボーダー デバイスで複製されます。 

ステップ 1 ユニキャスト IP インターフェイス専用の DNA Center 内のグローバル プールを使用して、

マルチキャストが有効になっている各 VN にマルチキャストを設定します。グローバル プールが存在

しない場合は、「グローバル IP アドレス プールの定義」の手順に戻って作成します。 

ステップ 2 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）] に移動し、[ファブリック ドメイン（Fabric Domains）] で、作成したファブリック サイト（例：

RTP5_Fabric） をクリックします。[ファブリック対応サイト（Fabric-Enabled Sites）] のナビゲーション

で特定のサイト（例：Global/RTP/RTP5-C9K）をクリックし、[ファブリック インフラストラクチャ（Fabric 

Infrastructure）] タブをクリックします。ファブリック ボーダー ノードをクリックした後、[ランデブー ポイ

ントの有効化（Enable Rendezvous Point）] を選択します。 

 



 

 

ステップ 3 右側の [VN へのマルチキャスト プールの関連付け（Associate Multicast Pools to 
VNs）] ポップアップ ウィンドウ内の [仮想ネットワークの関連付け（Associate Virtual Networks）] で、

VN を選択し（例：OPERATIONS）、[IP プールの選択（Select IP Pools）] で、マルチキャストに作成

したプールを選択し（例：MULTICAST_PEER-RTP5）、[次へ（Next）] をクリックした後、[有効化

（Enable）] をクリックします。 

ステップ 4 追加する任意のファブリック ボーダー ノードに対して前の手順を繰り返します。画面の下

部の [保存（Save）] をクリックした後、[適用（Apply）] をクリックします。 

DNA Center によってマルチキャストの設定がファブリック ノードにプッシュされ、ボーダー ノード間の

ランデブー ポイント（RP）状態の通信用にループバックと Multicast Source Discovery Protocol
（MSDP）ピアリングが作成されます。 

ステップ 5 フュージョン ルータに対するボーダー外部でマルチキャスト通信が必要な場合は、各デ

バイスで次のコマンドを有効にします。 

国際窓口： 

ip multicast-routing 

ip pim rp address [RP Address] 

ip pim register-source Loopback0 

ip pim ssm default 

インターフェイスまたはサブインターフェイス（仮想ネットワークごと）： 

ip pim sparse-mode 

 



 

SD-Access へのワイヤレスの統合 

SD-Access 用のワイヤレス LAN コントローラをインストールするプロセスは、前の手順の一環として

完了しており、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っています。 

手順1 インベントリへのワイヤレス コントローラの追加と HA SSO ペアの作成 

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

し、HA SSO ペアを作成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 IP ループバック アドレス（start loopback address）] と [終了 IP 

ループバック アドレス（end loopback address）] の両方に WLC の IP アドレスを入力し（例：

10.4.174.26）、[+]（プラス記号）をクリックして追加の範囲を組み込み、[優先管理 IP（Preferred 

Management IP）] をデフォルトの [なし（None）] のままにします。デバイスに一意のクレデンシャル

がある場合は、[+ クレデンシャルの追加（+ Add Credentials）] をクリックして新しいクレデンシャルそ

れぞれを追加し（例：パブリック/プライベート SNMP コミュニティと管理ユーザ）、それらを保存した後

に [開始（Start）] をクリックします。 

インベントリの検出が開始されます。完了すると、デバイスのカウントが増加し、[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 を検出します。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 現在はペアになっていないコントローラのセットを使用して HA SSO ペアを作成する場合

は、メインの DNA Center ダッシュボードに移動し、[プロビジョニング（PROVISION）] > [デバイス

（Devices）] > [インベントリ（Invwentory）] に移動した後、プライマリ WLC の [デバイス名（Device 

Name）] を選択し、上部のポップアウトの右のスライドで [高可用性（High Availability）] を選択しま

す。[セカンダリ WLC の選択（Select Secondary WLC）] で HA SSO ペアの 2 番めの WLC を選択

します（例：SDA-WLC-2）。[冗長性管理 IP（Redundancy Management IP）] と [ピア冗長性管理 IP

（Peer Redundancy Management IP）] に入力（例：10.4.174.126、10.4.174.126）した後、[HA の

設定（Configure HA）] をクリックします。 

 



 

 

警告メッセージが表示されます。 

Configuring HA for Primary. Please do not Refresh the page.. 

Configuring HA for Secondary... 

HA の設定が完了したら、次のステップに進みます。 

ステップ 4 メインの DNA Center ダッシュ ボードに移動した後、[設計（DESIGN）] > [イメージ リポジ

トリ（Image Repository）] に移動します。WLC が適切なバージョンである場合、イメージが金色で

マークされます。イメージの更新が必要な場合は、上部で [イメージ/SMU のインポート（Import 

Image/SMU）] をクリックし、インポートの手順を実行して画面を更新します。デバイスのドロップダウ

ンを使用してイメージを金色でマークします。 

ステップ 5 [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、[無効（Outdated）] とマークされている WLC を選択し、[アクション（Actions）] メニューで 

[OS イメージの更新（Update OS Image）] を選択します。 

ステップ 6 更新するデバイスの選択を確認し、[日時（When）] のデフォルトの選択項目の [今すぐ

（Now）] を使用し、[適用（Apply）] をクリックします。次に、リブート中のデバイスに関する警告がポッ

プアップされたら [OK] をクリックします。 

ステップ 7 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。[更新（Refresh）] ボタンを使用して [進行中（In Progress）] 
ステータスが削除されるタイミングを確認します。 

 



 

手順2 アクセス ポイント用の IP アドレス プールの作成 

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）用の IP アドレス プールのリストを調べます。 

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。 

ステップ 3 [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、サイト階層内の左側で IP アドレス プールにサイトまたはそれより下のレ

ベル（例：RTP5 C9K）を選択し、右上で [IP プールの予約（Reserve IP Pool）] を選択します。 

 

ステップ 4 [IP プール名（IP Pool Name）] に入力し（例：ACCESS_POINT-RTP5）、[タイプ（Type）] 
で [LAN] を選択して、予約する [グローバル IP プール（Global IP Pool）] ソースを選択します。

[CIDR 表記/IP アドレス数（CIDR Notation / No. of IP Addresses）] で使用するアドレス空間の部分

を選択します。[ゲートウェイ IP アドレス（Gateway IP Address）]、[DHCP サーバ（DHCP Server）]、

および [DNS サーバ（DNS Servers(s)）] で割り当てを行い、[予約（Reserve）] をクリックします。 

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。 

• [ワイヤレス オプション（WIRELESS OPTION）] を選択するか確定します。 

 



 

• [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/Floor 1）。 

ステップ 3 [追加（Add）] をクリックしてワイヤレス プロアイルを作成し、それをサイトに関連付けた後、

[終了（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 の設計 

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）] をクリックした後、[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。 

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 ワイヤレス設計が完了した後に、設計アプリケーションから 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。 

 



 

技術的なヒント 
WLC のペアを HA SSO モードで設定すると、DNA Center のインベントリに単一の 
WLC が表示されます。HA SSO ペアが設定されていることを確認するには、デバイス

名をクリックし、[高可用性（High Availability）] タブをクリックします。 

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/Floor 1）、[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（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。 

ステップ 4 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）] に移動し、[ファブリック ドメイン（Fabric Domains）] で、作成したファブリック サイト（例：

RTP5_Fabric） をクリックします。[ファブリック対応サイト（Fabric-Enabled Sites）] のナビゲーション

の左側で関連付けられたサイト（例：Global/RTP/RTP5-C9K）をクリックし、[WLC] をクリックした後、

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 画面の下部で、[保存] をクリックして、スライドアウト メニューでデフォルトの [今すぐ

（Now）] を選択したまま、[適用（Apply）]  をクリックします。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 ファブリックへのアクセス ポイントのオンボーディングの有効化 

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。 

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 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）] に移動し、[ファブリック ドメイン（Fabric Domains）] で、作成したファブリック サイト（例：

RTP5_Fabric） をクリックします。[ファブリック対応サイト（Fabric-Enabled Sites）] のナビゲーション

の左側で関連付けられたサイト（例：Global/RTP/RTP5-C9K）をクリックした後、[ホスト オンボーディ

ング（Host Onboarding）] をクリックします。 

ステップ 3 [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-RTP5）の横のチェックボックスをオンにして、[プール タイプ

（Pool Type）] で [AP] を選択した後、[更新（Update）] をクリックします。 

 



 

 

ステップ 4 [仮想ネットワークの変更（Modify Virtual Network）] スライドアウト パネルで、デフォルト

の [今すぐ（Now）] の設定はそのままにし、[適用（Apply）] をクリックします。 

ステップ 5 [ポート割り当ての選択（Select Port Assignment）] で、スイッチを選択し、AP に使用する

スイッチ上のポートを選択します。[割り当て（Assign）] を選択し、[ポートの割り当て（Port Assignments）] 
スライドアウトの [接続済みデバイス タイプ（Connected Device Type）] で [アクセス ポイント（AP）

（Access Point (AP)）] を選択し、デフォルトの [アドレス プール（Address Pool）] を選択したままにし

て、[認証テンプレート（Auth Template）] で [認証なし（No Authentication）] を選択した後、[更新

（Update）] をクリックします。 

 



 

 

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 6 AP に使用するポートが設定された追加のスイッチに前の手順を繰り返します。 

ステップ 7 AP をサポートするすべてのポートを選択した後、[ポート割り当ての選択（Select Port 

Assignment）] セクションの上部で、[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。 

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。 

ステップ 8 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、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

待たずにインベントリに追加されます。 

 



 

ステップ 9 メインの DNA Center ダッシュボードに移動し、[プロビジョニング（PROVISION）] > [デバ

イス（Devices）] > [インベントリ（Inventory）] で追加する AP を選択し、上部にある [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）] を選択します。 

 

ステップ 10 [デバイスのプロビジョニング（Provision Devices）]画面で、AP をフロアに割り当て（例：

Global/RTP/RTP5-C9K/ Floor 1）、[次へ（Next）] をクリックします。[RF プロファイル（RF Profile）] 
で [TYPICAL] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。[概要（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、リブートに関する警告を確認します。 

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 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）] に移動し、[ファブリック ドメイン（Fabric Domains）] で、作成したファブリック サイト（例：

RTP5_Fabric） をクリックします。[ファブリック対応サイト（Fabric-Enabled Sites）] のナビゲーション

の左側で関連付けられたサイト（例：Global/RTP/RTP5-C9K）をクリックした後、[ホスト オンボーディ

ング（Host Onboarding）] タブをクリックします。 

ステップ 2 [ワイヤレス（Wireless SSID’s）] セクションで、関連付けられているアドレス プールを関連

付けられている各 [SSID 名（SSID Name）] に選択します。[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。 

  

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。 

  

 



 

付録 A：製品リスト 

この導入ガイドでは、次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。ただし、

すべての可能性を網羅しているわけではありません。追加のハードウェア オプションは、関連付けら

れている『Software-Defined Access Design Guide（ソフトウェア デファインド アクセス設計ガイド）』

に記載されており、『SD-Access Product Compatibility Matrix（SD-Access 製品互換性マトリック

ス）』には、このガイドに記載されているテストの範囲外のガイダンスが含まれている場合があります。

更新された DNA Center パッケージ ファイルは定期的にリリースされ、パッケージと更新プログラム

のリスト内で使用できます。 

その他の DNA Center に関する情報は、次の Cisco.com で確認してください。 

インストールおよびアップグレード ガイド 

メンテナンスおよび操作ガイド 

エンドユーザ ガイド 

DNA Center 

機能エリア 製品 製品番号 
ソフトウェア バー

ジョン 

ネットワークの自動化 Cisco DNA Center アプライア

ンス  

DN1-HW-APL  1.2.3  
（システム アップ

デート 1.1.0.576） 

 

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 バージョン 

アプリケーション ポリシー 2.1.17.1700014 

アシュアランス - 基本 1.2.3.742 

アシュアランス - センサー 1. 2.3.743  

自動化 - 基本 2.1.18.60024 

自動化 - センサー 2.1.18.60024 

 

https://cvddocs.com/fw/250-prime
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-user-guide-list.html


 

Command Runner 2.1.18.60024 

デバイスのオンボーディング 2.1.18.60024 

デバイスのオンボーディング UI 2.1.18.60024 

DNAC UI 1.2.0.31 

イメージ管理 2.1.18.60024  

NCP - 基本 2.1.17.60044  

NCP - サービス 2.1.18.60024 

ネットワーク コントローラ プラットフォーム 2.1.18.60024  

ネットワーク データ プラットフォーム - 基本分析 1.1.3.6 

ネットワーク データ プラットフォーム - コア 1.1.3.13 

ネットワーク データ プラットフォーム - マネー

ジャ 

1.1.3.9  

パス トレース 2.1.18.60024 

SD Access 2.1.18.60024  

 

アイデンティティの管理 

 

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 

Cisco ISE サーバ Cisco Identity Services Engine 2.3 パッチ 4 

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 

Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ 

16.6.4  

ボーダーおよび

コントロール プ

レーン — 小規模

Cisco Catalyst 3850 XS スイッチ (10 Gbps 光

ファイバ) 

16.6.4  

 



 

 

SD-Access ファブリック エッジ  

サイト  

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 16.6.4 

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 
16.6.4 

ボーダー 

Supervisor Engine 6T または Supervisor Engine 

2T 搭載 の Cisco Catalyst 6807 7 スロット シャー

シ、およびデュアル DFC4 内蔵 10 GE 32 ポート

搭載 6800 

15.5(1)SY1 

ボーダー 
Cisco Catalyst 6880-X スイッチおよび 6840-X ス

イッチ 
15.5(1)SY1 

外部ボーダー 

Supervisor2 拡張モジュール搭載の Cisco Nexus 

7700 スイッチ 2 スロット シャーシおよび Cisco 

Nexus 7700 M3 シリーズ 48 ポート 1/10 ギガビッ

ト イーサネット モジュール 

8.2(2) + SMU 
CSCvg39911、

CSCvh87828、

CSCvg09282、および 
CSCvh32898 

コントロール 

プレーン 
Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ 16.6.4 

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  16.6.4 

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  

16.6.4 

ファブリック エッジ Cisco Catalyst 3850 シリーズ - スタッカブル  16.6.4 

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） 

16.6.4 

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 

 



 

 

SD-Access ワイヤレス  

 

LAN 自動化スイッチ - CVD 確認済み（すべての可能性が含まれているわけではありません） 

 

  

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  

8.5.131.0 (8.5 MR3) 

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）  

8.5.131.0 (8.5 MR3) 

製品 
PnP ロールはテス

ト済み 

Cisco Catalyst 9500 シリーズ（標準的なパフォーマンスのバージョン） シード デバイス  

Cisco Catalyst 3850 XS スイッチ (10 Gbps 光ファイバ) シード デバイス  

Cisco Catalyst 9300 シリーズ - スタッカブル  
シード デバイス検

出されたデバイス 

Supervisor Engine-1 搭載 Cisco Catalyst 9400 シリーズ – モジュラ型

シャーシ  

シード デバイス検

出されたデバイス 

Cisco Catalyst 3850 シリーズ - スタッカブル  検出されたデバイス 

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） 検出されたデバイス 

Supervisor 8-E 搭載 Cisco Catalyst 4500E シリーズ – モジュラ型シャーシ  検出されたデバイス 

 



 

用語集 

AAA：Authentication, Authorization, and Accounting（認証、許可、アカウンティング） 

ACL：アクセス コントロール リスト 

AD：Active Directory（アクティブディレクトリ） 

AP：アクセス ポイント 

ARP：Address Resolution Protocol（アドレス解決プロトコル） 

BGP：Border Gateway Protocol（ボーダー ゲートウェイ プロトコル） 

BPDU： Bridge Protocol Data Unit（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 

CLI：Command-line Interface（コマンドライン インターフェイス） 

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol（ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル） 

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） 

DNS：Domain Name System（ドメイン ネーム システム） 

ECMP：Equal-Cost Multipath（等コスト マルチパス） 

FHRP：First-Hop Redundancy Protocol（ファースト ホップ冗長プロトコル） 

GLBP：Gateway Load-Balancing Protocol 

GRE：Generic Routing Encapsulation（総称ルーティング カプセル化） 

GUI：Graphical User Interface（グラフィカル ユーザ インターフェイス） 

HSRP：Hot Standby Router Protocol（ホットスタンバイ ルータ プロトコル） 

IGMP：Internet Group Management Protocol（インターネット グループ管理プロトコル） 

IoT：Internet of Things（モノのインターネット） 

IS-IS：Intermediate System to Intermediate System Routing Protocol（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：Monitoring and Troubleshooting Node（モニタリングおよびトラブルシューティング ノード） 

MPLS：Multiprotocol Label Switching（マルチプロトコル ラベル スイッチング） 

MSDP：Multicast Source Discovery Protocol（マルチキャスト ソース検出プロトコル） 

MTU：Maximum Transmission Unit（最大伝送ユニット） 

PAN：Policy Administration Node（ポリシー管理ノード） 

PSN：Policy Service Node（ポリシー サービス ノード） 

RP：Rendezvous Point（ランデブー ポイント） 

SD-Access：Software-Defined Access（ソフトウェア デファインド 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（スイッチ仮想インターフェイス） 

SXP：Scalable Group Tag Exchange Protocol（拡張可能グループ タグ交換プロトコル） 

VLAN：仮想ローカル エリア ネットワーク 

VN：Virtual Network（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） 

 


