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Cisco Digital Network Architecture および 

SD-Access の概要 

Cisco® Digital Network Architecture（Cisco DNA™）はデジタル化へのロードマップを示すものであり、

ネットワークの自動化、アシュアランス、セキュリティの利点をすぐに実感できます。シスコのソフトウェア 

デファインド アクセス（SD-Access）は、従来のキャンパス LAN 設計から進化した Cisco DNA 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

意図を満たすための必要に応じて 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、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、

運用コストが削減されるとともに、アシュアランス機能と分析機能によってセキュリティの統合とネット

ワーク パフォーマンスの向上が実現し、リスクが低減するという利点があります。 

この設計ガイドでは、キャンバス ネットワーク設計の進化を促進する要件の概要を示します。その後、 

その要件に対応する SD-Access ネットワークを構築するために利用可能な最新のテクノロジーと設計

について説明します。このガイドは SD-Access の導入ガイドに付属するもので、このガイドで説明してい

る設計の最も一般的な導入方法を説明した設定を示します。対象読者は、シスコのキャンパス オファリ

ングおよびテクノロジー オプションについて理解しながら、組織のニーズに最適なネットワークを設計す

るための最新の実践的方法を学ぼうとしている、技術的な意思決定者です。 

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

関連する『Software-Defined Access Deployment Guide（Software-Defined Access 導入ガイド）』 

[英語]、関連する設計ガイド、ホワイト ペーパーについては、以下のページを参照してください。 

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

https://cvddocs.com/fw/250-prime
https://cvddocs.com/fw/251-prime
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/design-zone/uc.html
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デジタル化により、ソフトウェア アプリケーションが、ビジネス プロセスをサポートするだけの役割を超え

て、ビジネスの主要な収益源、競合との差別化要因として進化しようとしています。組織は、ネットワーク

容量を拡張し、アプリケーションの要求拡大にすばやく対応するという課題に常時直面しています。キャ

ンパス LAN は、ユーザとデバイスが特定のロケーション内でアプリケーションにアクセスするネットワー

クであるため、キャンパスの有線およびワイヤレス LAN 機能を強化して、ニーズの変化に対応する必要

があります。 

次に、既存のキャンパス ネットワークの進化を推進している主な要件を示します。 

 

 シンプルな導入と自動化：オープン API を使用した集中管理型のコントローラによるネットワー

ク デバイスの設定と管理により、ネットワーク デバイスやサービスを非常に高速かつ低リスクで

導入できます。 

 帯域幅に対するニーズの増大：帯域幅に対するニーズはネットワークのライフタイムにおいて何

倍にも膨らみつつあるため、新たなネットワークでは、イーサネットを 10 Gbps から 40 Gbps、

さらには 100 Gbps へと段階的に拡張して集約できる必要があります。 

 ワイヤレス アクセス ポイントのキャパシティ増加：最新の 802.11ac Wave 2 テクノロジーによ

り、ワイヤレス アクセス ポイント（AP）での帯域幅要求は現在 1 Gbps を超えており、IEEE で

は、2.5 Gbps および 5 Gbps のイーサネットを定義する 802.3bz 規格を承認しました。Cisco 

Catalyst® Multigigabit Technology では、既存の銅線イーサネット ケーブル設備をアップグ

レードすることなくそのような帯域幅要求に対応できます。 

 イーサネット デバイスによる所要電力の増加：照明、監視カメラ、仮想デスクトップ端末、リモー

ト アクセス スイッチ、AP などの新しいデバイスでは、動作させるためにさらに高い電力が必要

になる可能性があります。アクセス レイヤ設計では、Cisco Universal Power Over Ethernet 

によってポートあたり 60 W の Power over Ethernet をサポートし、スイッチのアップグレードや

リブート時にも、PoE （Power over Ethernet）によって電力を永続的に供給することが求められ

ます。Cisco Catalyst 9000 ファミリ アクセス レイヤ スイッチは、永続的に PoE に対応し、テク

ノロジーの実現に合わせて、ポートあたり 100 W をハードウェアで実現します。 

 

 一貫性のある有線およびワイヤレス セキュリティ機能：以下に示すセキュリティ機能は、ユーザ

が有線イーサネット ポートに接続しているか、ワイヤレス LAN 経由で接続しているかにかかわ

らず、一貫性がなければなりません。 

 ネットワーク アシュアランスおよび分析：テレメトリを使用して、ネットワークやセキュリティ関連

のリスクをプロアクティブに予測し、暗号化されたトラフィックの場合でも、ネットワーク、デバイ

ス、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。 
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 アイデンティティ サービス：ネットワークに接続しているユーザとデバイスを特定することで、アク

セス制御におけるセキュリティ ポリシーの導入に必要なコンテキスト情報が得られ、拡張可能な

グループ メンバーシップと、仮想ネットワーク（VN）へのデバイスのマッピングによって、ネット

ワーク セグメンテーションが実現します。 

 グループベース ポリシー：ユーザ グループ情報に基づいてアクセス ポリシーとアプリケーショ

ン ポリシーを作成することで、セキュリティ ポリシーの導入と管理が大幅に容易になり、拡張で

きるようになります。従来のアクセス コントロール リスト（ACL）は、IP アドレスやサブネットなど

のネットワーク構成に依存するため、導入、管理、拡張が困難な場合があります。 

 ソフトウェア デファインド セグメンテーション：グループベースのポリシーによって割り当てられ

た Scalable Group Tag（SGT）は、物理ネットワークと仮想ネットワーク内のデータ プレーンを

分離する、ネットワークのセグメント化に使用できます。 

 ネットワーク仮想化：共通するインフラストラクチャを使用しながら、データ プレーンとコントロー

ル プレーンを分離して複数の VN をサポートすることで、さまざまな組み合わせのユーザとアプ

リケーションをセキュアに分離できます。 

 

私たちの医療記録は、攻撃者にとってはクレジット カード番号やオンライン パスワードと同様に貴重な

情報です。最近のサイバー攻撃によって、病院では HIPAA 準拠の有線およびワイヤレス ネットワーク

を配備する必要に迫られています。HIPAA 準拠のネットワークでは、ネットワーク トラフィックを常に包

括的に可視化し、悪意のあるデバイスがネットワークを侵害できないように、秘密性の高い医療機器（電

子カルテ サーバ、バイタル モニタ、ナース ワークステーションなど）を保護することができます。 

患者のモバイル デバイスがマルウェアに侵害されると、ネットワーク通信の動作が変わり、他のエンドポ

イントに対する伝播や感染が発生する可能性があります。患者のモバイル デバイスが医療機器と通信

することは、異常な動作であると見なされます。SD-Access は、マクロセグメンテーションを使用して異な

るオーバーレイ ネットワークにデバイスを配置して分離することで、患者のデバイスと医療施設のデバイ

スを完全に分離するニーズに対応します。 

同様のケースでも、医療専門家の侵害されたモバイル デバイスが、他の医療機器に接続する必要はない

が、何らかのタスクのために情報システムに接続する必要がある場合にはどのように対応できるでしょう

か。SD-Access では、ネットワークに接続したデバイスとユーザをプロファイリングし、オーバーレイ ネット

ワーク内でマイクロセグメンテーションを適用することで、シンプルなネットワーク分離では対応できないこの

ケースのようなセグメンテーション ニーズに対応することができます。柔軟なポリシー設定によって、デバイ

ス タイプやユーザ ロールごとにグループを設定して 1 つのグループ内に通信を制限したり、必要な場合に

のみグループ間の通信を許可したりすることで、組織のポリシーの目的を実現することが可能になります。 

DNA Center に組み込まれた自動化機能によって、組織のニーズに沿った意図通りのポリシーを容易

に適用できます。また、それは有線およびワイヤレス ドメインでも同様です。 



 

 

7/46 ページ 

 

SD-Access のアーキテクチャ 

SD-Access アーキテクチャは、キャンパスに導入されたファブリック テクノロジーによってサポートされま

す。ファブリック テクノロジーでは、物理ネットワーク（アンダーレイ ネットワーク）上で動作する仮想ネット

ワーク（オーバーレイ ネットワーク）を使用して、デバイスを接続する代替トポロジを構築できます。仮想

マシンのモビリティを備えたレイヤ 2/レイヤ 3 論理ネットワークを構築するために、データセンター ファブ

リック内のオーバーレイ ネットワークが主に使用されます（例：Cisco ACI、VXLAN/EVPN、FabricPath）。

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）。このセクションでは、SD-Access のアーキテクチャ要

素について説明します。SD-Access 設計の推奨事項については、「設計上の考慮事項」のセクションで

説明します。 

  

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され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）を使用して、ネットワークのパフォーマンス、拡張性、高可用性を確保します。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

選択することで、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、運用上の利点が得られます。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、エンドユーザのサブネッ

トは、アンダーレイ ネットワークに含まれていません。これら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。 

技術的なヒント 

DNA Center では、シスコ ネットワークのプラグ アンド プレイ機能を使用して、アンダーレ

イ ネットワークの導入を自動化できます。 

技術的なヒント 

SD-Access 1.2 ソリューションでは、IPv4 アンダーレイ ネットワークがサポートされていま

す。IPv6 アンダーレイ ネットワーク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 ノートを参照してください。 
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オーバーレイ ネットワークは、仮想ネットワークを構築するために、アンダーレイの上位に作成されます。

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、ネットワークから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、優先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。カプセル化とファブリック デバイス ロールの詳細について

は、後のセクションで説明します。オーバーレイ ネットワークは、アンダーレイ ネットワーク デバイスのすべ

て、または一部に対して動作します。複数のオーバーレイ ネットワークを同じアンダーレイ ネットワークで

実行することで、仮想化によるマルチテナントがサポートされます。各オーバーレイ ネットワークは、外部

ネットワークへの接続の Virtual Route 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。 

オーバーレイ内の IPv4 マルチキャスト転送は、有線およびワイヤレス エンドポイント両方のファブリック

にマルチキャストのヘッドエンドを複製することで機能します。マルチキャストは、該当するファブリック 

エッジ スイッチにカプセル化されて送信され、そこでマルチキャストのカプセル化が解除されて、受信者

にマルチキャストが送信されます。受信側がワイヤレス クライアントである場合は、マルチキャストが（ユ

ニキャストと同様に）ファブリック エッジによってカプセル化され、マルチキャスト レシーバを備えた AP に

送信されます。マルチキャストの送信元は、オーバーレイの内部またはファブリックの外部に存在するこ

とができます。PIM の導入では、オーバーレイ内のマルチキャスト クライアントが、オーバーレイ エンド

ポイント アドレス空間に含まれるファブリック境界の RP を使用します。DNA Center では、必要なマル

チキャスト プロトコルのサポートを設定できます。 

技術的なヒント 

SD-Access 1.2 ソリューションでは、PIM SM と PIM SSM の両方がサポートされており、

ボーダー ノードには、IP マルチキャストのランデブー ポイント（RP）の設定が含まれてい

る必要があります。使用可能なマルチキャスト アンダーレイの最適化については、リリー

ス ノートを参照してください。 

 2  

レイヤ 2 オーバーレイは、LAN セグメントをエミュレートしてレイヤ 2 フレームをトランスポートし、レイヤ 

3 アンダーレイ経由で単一のサブネットを伝送します。レイヤ 2 オーバーレイは、物理トポロジをエミュ

レートする際に有効です。レイヤ 2 のフラッディングが発生するかどうかは設計に依存します。 

技術的なヒント 

SD-Access 1.2 ソリューションでは、レイヤ 2 ブロードキャスト フラッディングや不明なマ

ルチキャスト トラフィックを発生させずに、レイヤ 2 オーバーレイ内の IP フレームをトラン

スポートできます。ARP は、ファブリック エッジからのブロードキャストがなくても、MAC-to-

IP アドレス テーブルのルックアップにファブリック コントロール プレーンを使用して機能し

ます。非 IP フレームのトランスポートとレイヤ 2 のフラッディングの最新のサポート状況に

ついては、ご使用のソフトウェア バージョンのリリース ノートで確認してください。 
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 3  

レイヤ 3 オーバーレイは、物理接続による IP ベースの接続を抽象化し、複数の IP ネットワークを各仮

想ネットワークの一部に統合することができます。異なるレイヤ 3 オーバーレイ間では IP アドレス空間

のオーバーラップがサポートされていますが、ファブリック外部の通信についてはネットワーク仮想化を

維持し、IP アドレスの競合に対応する必要があります。 

技術的なヒント 

SD-Access 1.2 ソリューションでは、IPv4 オーバーレイがサポートされています。IP アドレ

スのオーバーラップは、同じ WLC 上のワイヤレス クライアントではサポートされていませ

ん。IPv6 オーバーレイ ネットワーク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 ノートを参照してください。 
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SD-Access では、Virtual Extensible LAN（VXLAN）テクノロジーを使用して、ファブリック データ プレーン

を備えたオーバーレイ ネットワークを設定します。VXLAN は、完全なレイヤ 2 フレームをカプセル化してア

ンダーレイ全体にトランスポートします。各オーバーレイ ネットワークは、VXLAN ネットワーク ID（VNI）に

よって識別されます。VXLAN ヘッダーでは、マイクロセグメンテーションに必要な SGT も送信されます。 

エンドポイントのマッピングと解決にはコントロール プレーン プロトコルが必要なため、SD-Access では 

Locator/ID Separation Protocol（LISP）を使用します。LISP には、デバイスのエンドポイント ID（EID）と

しての IP アドレスまたは MAC アドレスと、デバイスのネットワーク上の場所を示すルーティング ロケー

タ（RLOC）として提供する追加の IP アドレスに基づいてルーティングできるという利点があります。EID 

と RLOC を組み合わせることで、トラフィックの転送に必要なすべての情報が得られ、エンドポイントが

ネットワークの別の場所で同じ IP アドレスを使用している場合でも対応できます。同時に、エンドポイン

トの ID とロケーションを分離することで、同じ IP サブネットワーク上のアドレスを複数のレイヤ 3 ゲート

ウェイの背後で使用できるようになります。その点が、IP サブネットワークとネットワーク ゲートウェイを 

1 対 1 で組み合わせる従来のネットワークとは異なります。 
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次の図に、オーバーレイ ネットワークに含まれる 2 つのサブネットの例を示します。サブネットは、物理的

に分離されたレイヤ 3 デバイスに拡張できます。RLOC インターフェイスは、同じサブネットまたは異なる

サブネットのエンドポイント間で接続を確立するために必要な、唯一のルーティング可能アドレスです。 

 3  

7106F 

ファブリック コントロール プレーンとデータ プレーンの構成の詳細や用語集については、付録を参照して

ください。 

 

SD-Access は、ワイヤレス アクセスをネットワークに統合するために、2 つのオプションをサポートして

います。1 つのオプションでは、従来の Cisco Unified Wireless Networkのローカル モード設定である

「オーバーザトップ」を非ネイティブのサービスとして使用します。このモードでは、SD-Access ファブリッ

クは単にワイヤレス トラフィック用のトランスポート ネットワークであり、移行時に役立ちます。もう 1 つ

のオプションは、SD-Access の利点をワイヤレス ユーザにまで拡張する、完全統合型の SD-Access 

ワイヤレスです。 
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ファブリック ワイヤレス コントローラとファブリック モード AP という 2 つの追加コンポーネントを使用する

ことで、ワイヤレスを SD-Access にネイティブに統合できるという利点があります。サポートされている 

Cisco Wireless LAN Controller（WLC）は、ファブリック ワイヤレス コントローラとして設定され、ファブ

リック コントローラ プレーンと通信し、レイヤ 2 クライアントの MAC アドレス、SGT、およびレイヤ 2 VNI 

情報を登録します。ファブリック モード AP は、Cisco 802.11ac Wave 2（Cisco Aironet® 3800、2800、

1800 シリーズを含む）および Wave 1 AP で、ファブリック ワイヤレス コントローラに関連付けられ、ファ

ブリック対応 SSID が設定されています。AP はワイヤレス エンドポイントとの通信を担当し、有線ドメイ

ンでは、接続されたエッジ ノードでトラフィックのカプセル化/カプセル化解除を AP が行い、VXLAN デー

タ プレーンをサポートします。 

技術的なヒント 

SD-Access は、Wave 2 AP と合わせて導入することで、Application Visibility and 

Control（AVC）などの最適な機能を提供します。Wave 2 AP と Wave 1 AP でサポートす

る機能の違いについては、ご使用のワイヤレス ソフトウェア バージョンのリリース ノートを

参照してください。 

ファブリック ワイヤレス コントローラは、ローカル モード コントローラについて従来の集中管理型モデル

と同じモデルを使用して、ファブリック モード AP を管理し制御します。そのため、モビリティ制御や無線

リソース管理など、運用上の利点は同じです。重要な違いは、ファブリック SSID のワイヤレス エンドポ

イントから送信されたクライアント トラフィックは Control and Provisioning of Wireless Access Points

（CAPWAP）カプセル化が行われず、AP から中央のコントローラに転送されることです。その代わり、ワ

イヤレス クライアントからの通信は、ファブリックに接続された AP によって VXLAN カプセル化されま

す。この違いにより、統合 SGT 機能を備えた分散データ プレーンが実現します。トラフィックの転送で

は、SD-Access ファブリックから最適なパスを入手し、エンドポイントが有線接続かワイヤレス接続かに

かかわらず、一貫したポリシーに従って宛先に送信されます。 

AP のコントロール プレーン通信では、従来の Cisco Unified Wireless Network コントロール プレーン

に類似した、WLC への CAPWAP トンネルを使用します。ただし、SD-Access コントロール プレーンと

の WLC 統合では、ファブリック全体の AP に対するワイヤレス クライアントのローミングがサポートされ

ます。SD-Access ファブリック コントロール プレーンでは、新しい RLOC に関連づけられたワイヤレス 

クライアント EID の変更をホスト トラッキング データベースに更新することで、ローミング機能がサポート

されます。 

ファブリック モード AP は、ワイヤレス トラフィックがファブリックのワイヤレスと有線部分の間で移動する

場合に、VXLAN トラフィック カプセル化に使用されますが、AP はエッジ ノードではありません。代わり

に、AP は VXLAN カプセル化によってエッジ ノード スイッチに直接接続し、それらのスイッチを使用し

て、レイヤ 3 のエニーキャスト ゲートウェイなどのファブリック サービスを提供します。 

ファブリックにワイヤレス LAN を統合することで、アドレッシングのシンプル化、拡張サブネットによるモ

ビリティ、さらに有線ドメインとワイヤレス ドメインにわたる一貫したポリシーによるエンドツーエンドのセ

グメンテーションなど、ファブリックの利点がワイヤレス クライアントにまで拡張されます。またワイヤレス

統合により、ワイヤレス ドメインに対する集中管理型サービスおよびコントロール プレーンとして機能し

ながら、WLC によるデータ プレーンの転送作業が軽減されます。 
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Cisco Unified Wireless Network オーバー ザ トップを実行せず、インターネットへのワイヤレス ゲスト 

アクセス サービスが必要な場合は、ゲスト SSID をサポートする専用の仮想ネットワークを作成してワイ

ヤレス ゲストをその他のネットワーク サービスから分離する必要があります。VRF Lite または同様な手

法を使用して、ファブリック境界と DMZ 間のゲスト トラフィックの分離を拡張します。 

ワイヤレスの導入でゲスト トラフィックを DMZ に配信する必要があり、その目的に専用のコントロール 

プレーンとデータ プレーンを使用する場合は、一連のファブリック境界とコントロール プレーンのノード

（「ソリューションのコンポーネント」の項を参照）を DMZ セグメント内のゲスト サービスに導入します。こ

の場合、DMZ までの AP を接続しているエッジ スイッチからのカプセル化を使用してトラフィックの分離

が維持され、ゲスト コントロール プレーンのスケールとパフォーマンスの独立性が保たれ、VRF Lite の

ような手法を使用しなくて済むという利点が得られます。このゲスト ワイヤレス設計の導入については、

ファブリック トラフィックを許可する in-path ファイアウォールを設定し、ファブリック MTU 要件をエンド

ツーエンドで満たすことを検討する必要があります。 

SD アクセス 1.2 には、DNA Center を自動化し、ファブリック デバイスのみ、ゲスト ワイヤレス ソリュー

ションを実装するためのワークフローを管理し、有線ゲスト サービスは、このソリューションに含まれてい

ません。 

 

SD-Access にファブリックを導入する場合、LISP と VXLAN について完全に理解する必要はありませ

ん。また、SD-Access によってエンドツーエンドで一貫性のある動作を実現するために、個々のネット

ワーク コンポーネントと機能の設定方法を詳細に知る必要もありません。代わりに、有線およびワイヤレ

スの SD-Access ネットワーク全体の設計、プロビジョニング、ポリシー適用が可能な、一元化された直

感的な管理システムである、Cisco DNA Center を使用します。 

DNA Center は SD-Access のための自動化に加えて、ソフトウェア イメージ管理など、組織の効率性

を向上させる従来型のアプリケーションも提供します。また、「ソリューションのコンポーネント」セクション

に示すように、デバイス ヘルス ダッシュボードや 360 度ビューなどの新機能も用意されています。 

DNA Center は SD-Access に不可欠な要素であり、ネットワークへのデバイス導入を自動化し、運用

の効率化に必要な速度と一貫性を実現します。それにより組織は、ネットワークの導入と維持におけるコ

ストとリスクを低減させることができます。 

Cisco Identity Services Engine（ISE）がホストする外部リポジトリを使用することで、SD-Access ネット

ワークにポリシー管理とアイデンティティ サービスが統合されます。ISE と DNA Center を統合すること

で、ユーザとデバイスを拡張可能なグループに動的にマッピングできるため、IP アクセスリストに依存し

た従来のネットワーク ポリシー導入に比べ、大規模なエンドツーエンドのセキュリティ ポリシー管理とポ

リシー適用が容易になります。 
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ソリューションのコンポーネント 

SD-Access ソリューションには、DNA Center ソフトウェア、アイデンティティ サービス、有線およびワイヤ

レス ファブリック機能が組み込まれています。SD-Access ソリューションでは、ファブリック コントロール 

プレーン ノード、エッジ ノード、中間（トランスポート専用）ノード、ボーダー ノードによってファブリックが構

成されます。ワイヤレスの統合により、ファブリック WLC とファブリック モード AP コンポーネントが追加さ

れています。このセクションでは、各ロールの機能、物理キャンパス トポロジにロールをマッピングする方

法、ソリューション管理、ワイヤレス統合、ポリシー適用に必要なコンポーネントについて説明します。 

 4 SD-Access   

7107F 
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SD-Access ファブリック コントロール プレーン ノードは、同じノード上に統合された LISP Map-Server

（MS）機能と Map-Resolver（MR）機能をベースにしています。コントロール プレーンのデータベースは、

ファブリック ドメイン内のすべてのエンドポイントを追跡し、エンドポイントをファブリック ノードに関連付け

て、ネットワーク内の場所（至近ルータ）からエンドポイント IP アドレスまたは MAC アドレスを分離しま

す。コントロール プレーン ノード機能は、ボーダー ノードと一緒に配置することも、専用ノードを使用する

こともできます。コントロール プレーン ノードによって、次のような機能が実現します。 

 ホスト トラッキング データベース：ホスト トラッキング データベース（HTDB）は、EID とファブリッ

クエッジ ノードを結びつける中央リポジトリです。 

 マップ サーバ：LISP MS は、ファブリック エッジ デバイスからの登録メッセージを HTDB に入

力するために使用します。 

 マップ リゾルバ：LISP MR は、宛先 EID に関する RLOC マッピング情報を要求する、ファブ

リック エッジ デバイスからのマップ クエリに応答するために使用されます。 

  

SD-Access ファブリック エッジ ノードは、従来のキャンパス LAN 設計内のアクセス レイヤ スイッチと同

等です。エッジ ノードでは、次のファブリック機能と合わせてレイヤ 3 アクセス設計を実装します。 

 エンドポイント登録：ファブリック エッジによってエンドポイントが検出されると、EID-table という

ローカルのホスト トラッキング データベースに追加されます。エッジ デバイスは、検出されたエ

ンドポイントについてコントロール プレーン ノードに通知し、HTDB に追加するための LISP 

マップ登録メッセージを送信します。 

 仮想ネットワークへのユーザのマッピング：エンドポイントは、LISP インスタンスに関連付けられ

ている VLAN に割り当てられることで、仮想ネットワークに配置されます。VLAN へのエンドポ

イントのマッピングは、802.1X を使用して静的または動的に行うことができます。また SGT も

割り当てられるため、ファブリック エッジで SGT によるセグメンテーションとポリシー適用が可

能になります。 

技術的なヒント 

Cisco IOS® ソフトウェアは、802.1X デバイスの機能と Cisco Identity Based Networking 

Services （IBNS）2.0 を強化します。たとえば、同時認証方法とインターフェイス テンプ

レートが追加されました。同様に、DNA Center は IBNS 1.0 から Cisco Common 

Classification Policy Language（通称 C3PL）を使用する 2.0 の設定への移行をサポート

するように強化されました。その他の設定機能については、リリース ノートと更新された導

入ガイドを参照してください。IBNS の詳細については、https://cisco.com/go/ibns を参照

してください。 

https://cisco.com/go/ibns
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 エニーキャスト レイヤ 3 ゲートウェイ：共通の EID サブネットを使用するすべてのノードで共通

のゲートウェイ（IP および MAC アドレス）が使用できるため、異なる RLOC 間で最適な転送と

モビリティが実現します。 

 LISP 転送：ファブリック エッジ ノードは、一般的なルーティング ベースの決定方法をとらず、

マップ サーバにクエリを実行して宛先 EID に関連付けられている RLOC を判別し、その情報

をトラフィックの宛先として使用します。宛先 RLOC を解決できなかった場合、トラフィックはデ

フォルトのファブリック ボーダーに送信され、そこでグローバル ルーティング テーブルを使用し

て転送されます。マップ サーバから受信した応答は LISP map-cache に保存され、Cisco 

Express Forwarding テーブルにマージされてハードウェアにインストールされます。ローカルで

接続されていないエンドポイントのファブリック エッジでトラフィックが受信されると、新しいマップ

要求をトリガーするために、LISP のマップ要求が送信側のファブリック エッジに送信されます。

それにより、別のファブリック エッジ スイッチにエンドポイントが存在する状況に対応できます。 

 VXLAN カプセル化/カプセル化解除：ファブリック エッジ ノードは、宛先 IP アドレスに関連付け

られている RLOC を使用し、VXLAN ヘッダーでトラフィックをカプセル化します。同様に、宛先 

RLOC で受信された VXLAN トラフィックのカプセル化を解除します。トラフィックのカプセル化と

カプセル化解除により、エンドポイントの場所を変更することができ、ネットワーク内の別のエッ

ジ ノードや RLOC でカプセル化することができます。カプセル化でエンドポイントのアドレスを変

更する必要はありません。 

 

ファブリック中間ノードは、エッジ ノードとボーダー ノード間の相互接続に使用する、レイヤ 3 ネットワー

クの一部です。コア、ディストリビューション、アクセスの 3 層のキャンパス設計では、中間ノードはディス

トリビューション スイッチとして機能しますが、中間ノードの数は 1 つのデバイス レイヤに制限されませ

ん。中間ノードはファブリック内の IP トラフィックをルーティングし、転送します。VXLAN カプセル化/カプ

セル化解除または LISP コントロール プレーン メッセージは、中間ノードからは要求されません。中間

ノードには、VXLAN 情報がカプセル化された大型の IP パケットに対応するための追加のファブリック要

件だけが適用されます。 

  

ファブリック ボーダー ノードは、SD-Access ファブリック ドメインとファブリック外部のネットワーク間の

ゲートウェイとして機能します。ファブリック ボーダー ノードによって、仮想ネットワーク間のインターワー

キングと、ファブリックからネットワークの他の部分に向けた SGT 伝播が可能になります。ファブリック 

ボーダー ノードは、共有サービス またはデータ センター ネットワークなどの特定のネットワーク アドレス

に対するゲートウェイとして動作する内部ボーダー、あるいはインターネットとともにエンタープライズ 

ネットワークの残りの部分などのファブリックからの共通出力点として便利な外部ボーダーとして設定で

きます。また、ボーダー ノードは、場所を問わないボーダー として内部ボーダーと外部ボーダーの両方

のロールを持つこともできます。 
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ボーダー ノードによって次の機能が実装されます。 

 EID サブネットのアドバタイズメント：SD-Access では、Border Gateway Protocol（BGP）を優

先ルーティング プロトコルとして設定し、ファブリック外部で EID プレフィックスをアドバタイズし

て、ファブリック外部から EID サブネットを宛先とするトラフィックがボーダー ノードを通過するよ

うにします。これらの EID プレフィックスは、ボーダーのルーティング テーブルにのみ設定され

ています。ファブリックのその他の部分では、ファブリック コントロール プレーンを使用して EID 

情報にアクセスします。 

 ファブリック ドメイン出力点：外部ファブリック ボーダーは、ファブリック エッジ ノードのラスト リ

ゾート ゲートウェイです。これは、LISP プロキシ トンネル ルータ機能を使用して実装されます。

また、明確に定義された一連の IP サブネット ネットワークに接続された、内部ファブリック ボー

ダーを設定することも可能です。その場合、それらのサブネットをファブリックにアドバタイズする

必要があります。 

 LISP インスタンスの VRF へのマッピング：ファブリック ボーダーでは、外部 VRF インスタンス

を使用して、ファブリック内部から外部にネットワーク仮想化を拡張し、仮想化を維持することが

できます。 

 ポリシー マッピング：ファブリック ボーダー ノードでは、ファブリック内からの SGT 情報をマッピ

ングし、そのファブリックから出るときにも適切に維持できます。SGT Exchange Protocol

（SXP）を使用してタグを Cisco TrustSec 認識型デバイスに転送するか、またはボーダー ノー

ドへの接続のため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シスコのメタ

データ フィールド内に SGT を直接マッピングするかのいずれかで、SGT 情報がファブリック 

ボーダー ノードからファブリック外のネットワークに伝搬されます。 

技術的なヒント 

ボーダーのロールは、トランジット コントロール プレーンとインターコネクトされ、DNA 

Center によって管理されているローカル サイト サービスによる大規模な分散型キャンパ

スの導入規模まで拡張しています。これらの新しい役割と機能の一般的な可用性につい

ては、リリース ノートを確認してください。 

  LAN  

ファブリック WLC は、ワイヤレス向けコントロール プレーンおよびファブリック コントロール プレーンと統

合されます。ファブリック WLC と非ファブリック WLC はどちらも、AP イメージと設定管理、クライアント 

セッション管理、モビリティ サービスに対応しています。ファブリック WLC は、ワイヤレス クライアント 

ジョイン イベント中にワイヤレス クライアントの MAC アドレスをファブリック コントロール プレーンのホス

ト トラッキング データベースに登録したり、クライアント ローミング イベント中にファブリック エッジ 

RLOC ロケーションを更新したりすることで、ファブリック統合のための追加サービスを提供します。 

非ファブリック WLC との主な動作の違いは、ファブリック WLC が、ファブリック対応である SSID に対す

るデータ プレーン トラフィック転送ロールに、アクティブに参加しないことです。ファブリック モード AP 

は、それらの SSID に対するファブリックを通じてトラフィックを直接転送します。 
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一般的にファブリック WLC デバイスは、共有サービス配信、または、ファブリックおよびファブリック ボー

ダーの外部にあるデータセンターに接続します。つまり、それらの管理 IP アドレスは、グローバル ルー

ティング テーブル内に存在するということです。ワイヤレス AP が WLC 管理用の CAPWAP トンネルを

確立するには、AP が、外部デバイスにアクセスできる VN 内に存在する必要があります。SD-Access 

ソリューションでは、DNA Center が INFRA_VRF という VRF 内にワイヤレス AP を設定し、グローバ

ル ルーティング テーブルにマッピングされるため、ルート リークやフュージョン ルータ（ルーティング情

報を選択して共有するマルチ VRF ルータ）サービスを使用せずに接続を確立できます。 

    

ファブリック モード AP は、1 つ以上のファブリック対応 SSID が設定されているファブリック WLC に関

連付けられた、Cisco 802.11AC Wave 2 および Wave 1 AP です。ファブリック モード AP では、従来

の AP と同じ 802.11ac ワイヤレス メディア サービスが引き続きサポートされます。また、AVC、Quality 

of Service（QoS）、およびその他のワイヤレス ポリシーを適用し、ファブリック WLC に対する CAPWAP 

コントロール プレーンを確立できます。ファブリック AP はローカル モードの AP として参加し、ファブリッ

ク エッジ ノード スイッチに直接接続して、ファブリック WLC による RLOC 割り当てを含む、ファブリック

登録イベントを有効にする必要があります。AP は、ファブリック エッジ ノードによって特別な有線ホスト

として認識され、ファブリック全体で共通の EID スペース内にある、固有のオーバーレイ ネットワークに

割り当てられます。そのため、単一のサブネットで AP インフラストラクチャ全体に対応でき、管理がシン

プルになります。 

ワイヤレス クライアントがファブリック モード AP に接続し、ファブリック対応ワイヤレス LAN に認証され

ると、WLC は ISE から提供されたクライアント レイヤ 2 VNI と SGT でファブリック モード AP を更新し

ます。次に WLC は、ファブリック エッジ ノード出力スイッチのプロキシとして、ワイヤレス クライアント レ

イヤ 2 EID をコントロール プレーンに登録します。最初の接続が確立されると、AP はレイヤ 2 VNI 情

報を使用して、直接接続されたファブリック エッジ スイッチとのイーサネット接続におけるワイヤレス クラ

イアント通信を VXLAN カプセル化します。ファブリック エッジ スイッチは、VNI に関連付けられている適

切な VLAN インターフェイスにクライアント トラフィックをマッピングしてファブリック全体に転送し、ワイヤ

レス クライアント IP アドレスをコントロール プレーン データベースに登録します。 

Identity Services Engine 

Cisco ISE は、組織のネットワークにアクセスするユーザとデバイスに対する管理上の可視性、制御、一

貫性を向上させる、セキュアなネットワーク アクセス プラットフォームです。ISE は、ポリシー導入に関し

て SD-Access に不可欠な要素であり、拡張可能なグループにユーザとデバイスを動的にマッピングし、

エンドツーエンドのセキュリティ ポリシー適用をシンプルにします。ISE では、ユーザとデバイスはシンプ

ルで柔軟なインターフェイスに表示されます。ISE は、クライアント情報の交換と、ISE でのファブリック関

連設定の自動化に Cisco Platform Exchange Grid（pxGrid）と REST API を使用することで、DNA 

Center と統合されます。SD-Access ソリューションは、割り当てられた一意の VNI によって複数の VN 

をサポートしながら、データ プレーン トラフィック用の VXLAN ヘッダー内の SGT 情報を含め、グループ

ベースのポリシーをエンドツーエンドでサポートすることで、Cisco TrustSec を統合します。グループ、ポ

リシー、認証、認可、アカウンティング（AAA）サービス、およびエンドポイント プロファイリングは ISE に

よって実行され、DNA Center のポリシー作成ワークフローで調整されます。 
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拡張可能なグループは、VXLAN ヘッダーで送信される 16 ビットの SGT によって識別されます。SGT 

は Cisco ISE によって一元的に定義、管理、運用されます。ISE と DNA Center は、DNA Center が主

導するポリシー管理により、REST API を通じて緊密に統合されます。 

ISE では、スタンドアロンおよび分散型の導入モデルがサポートされています。さらに、複数の分散ノード

を合わせて導入することで、フェールオーバーによる復元力もサポートされます。多様なオプションによ

り、何十万ものデバイスがサポートされ、その一部のデバイスはこのガイドに示す制限の範囲で、SD-

Access に使用されます。SD-Access 導入環境における ISE の最小導入としては、基本的な 2 ノード

構成で各ノードがすべてのサービスを実行し、冗長性を確保することが推奨されます。 

SD-Access ファブリック エッジ ノード スイッチは、ISE で動作するポリシー サービス ノード（PSN）ペル

ソナに認証要求を送信します。スタンドアロン導入の場合は、ノードの冗長性の有無に関わらず、その 

PSN ペルソナが 1 つの IP アドレスで参照されます。ISE 分散モデルでは、それぞれ固有のアドレスを

持つ複数のアクティブな PSN ペルソナが使用されます。DNA Center はすべての PSN アドレスを認識

し、DNA Center ユーザが、各エッジ ノードをサポートする PSN にファブリック エッジ ノード スイッチを

マッピングします。 

Cisco DNA Center 

SD-Access ソリューションの自動化の中心となるのは Cisco DNA Center です。SD-Access は、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。 

 5 DNA Center  
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DNA Center は、4 つの主要なワークフロー領域を集中管理します。 

 設計：デバイスのグローバル設定、物理デバイス インベントリのネットワーク サイト プロファイ

ル、DNS、DHCP、IP アドレッシング、ソフトウェア イメージ管理、プラグアンドプレイ、ユーザ ア

クセスを設定します。 

 ポリシー：ネットワークへのプロビジョニングについて、仮想ネットワークの作成、仮想ネットワー

クへのエンドポイントの割り当て、グループのポリシー コントラクト定義など、ビジネス インテント

を定義します。 

 プロビジョニング：管理用のデバイスをプロビジョニングし、ファブリック ドメイン、コントローラ プ

レーン ノード、ボーダー ノード、エッジ ノード、ファブリック ワイヤレス、Cisco Unified Wireless 

Network ワイヤレス、外部接続を作成します。 

 アシュアランス：ヘルス スコア ダッシュボード、クライアント/デバイスの 360 度ビュー、ノード、

クライアント、パス トレースを実現します。 

DNA Center では、API を使用した統合がサポートされています。たとえば Infoblox や Bluecat の IP 

アドレス管理や ISE のポリシー適用機能と、DNA Center を通じて統合できます。ノースバウンド REST 

API の包括的なセットにより、自動化、統合、イノベーションが実現します。 

 すべてのコントローラ機能は、ノースバウンド REST API を通じて公開されています。 

 組織およびエコシステム パートナーは、新しいアプリケーションを簡単に構築できます。 

 すべてのノースバウンド REST API の要求は、コントローラの RBAC メカニズムによって統制

されています。 

DNA Center は、ネットワークへのデバイス導入の自動化にとって不可欠であり、運用の効率化に必要

な速度と整合性を実現します。組織は DNA Center を利用して、ネットワークの導入と維持におけるコス

トとリスクを低減させることができます。 

Cisco DNA Center  

Cisco DNA Center ソフトウェアと SD-Access アプリケーション パッケージは、Cisco DNA Center アプ

ライアンスで動作するように設計されています。DNA Center アプライアンスは、SD-Access アプリケー

ションだけでなく、ネットワーク アシュアランスや今後のさまざまな新機能をサポートする、単一のフォー

ム ファクタとして使用できます。高可用性を実現するために、DNA Center ソフトウェアでは、1 つのクラ

スタ内で複数のアプライアンスを使用できるようになっています。 

詳細については、cisco.com を参照してください。また「Cisco Digital Network Architecture Center 

Appliance」で検索してください。 

https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance&locale=enUS&tab=Cisco
https://search.cisco.com/search?query=Cisco%20Digital%20Network%20Architecture%20Center%20Appliance&locale=enUS&tab=Cisco
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SD-Access の設計上の考慮事項 

SD-Access ファブリックの設計は非常に柔軟であり、多様な環境に適合させることができます。1 つの

設計であらゆる状況に適合させるソリューションではありません。ファブリックは、アクセス分散ブロックの

ような小規模から、3 層のキャンパス導入のような大規模にまで対応します。ファブリック要素を 1 つの

ファブリックにのみ割り当てる限り、単一のネットワーク内で複数のファブリックを導入できます。 

 

SD-Access ネットワーク プラットフォームは、推奨される機能ロールを考慮しながら、ネットワークで要求

されるキャパシティと機能に基づいて選択します。この Cisco Validated Design（CVD）ガイドの作成時

にテストしたロールについては表に示しています。 

技術的なヒント 

ここで示されている機能を得るには、ソフトウェア リリースの最小要件に適合する必要が

あります。プラットフォームによっては、CVD 検証で厳密にテストされていない機能が含ま

れている場合があります。詳細については、ご使用のプラットフォームのソフトウェア リリー

ス ノートを参照してください。また、テスト済みコードのバージョンについては、CVD 導入ガ

イドを参照してください。 

技術的なヒント 

SD-Access ソリューションには、Cisco Catalyst 6500 および 6800 シリーズを使用する

際の WLAN コントロールプレーンのサポートに関する特定のソフトウェア バージョンの要

件があります。最新情報については、ご使用のプラットフォームのソフトウェア リリース 

ノートを参照してください。 

 1 SD-Access 1.2   

プラット

フォーム 

サポートさ

れるスー

パーバイザ 

サポートされ

るファブリッ

ク向けイン

ターフェイス 

エッジ ノード  ボーダー ノード  コントロール プ

レーン ノード  

Cisco 

Catalyst 

9500 シ

リーズ 

— オンボード 

ポートおよび

ネットワーク 

モジュール 

ポート 

なし ○：CVD 検証

済み 

○：CVD 検証

済み 
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Cisco 

Catalyst 

9400 シ

リーズ 

Supervisor 

Engine-1 

スーパーバ

イザおよびラ

イン カード 

ポート 

○：CVD 検証

済み 

なし なし 

Cisco 

Catalyst 

9400 シ

リーズ 

Supervisor 

Engine-1 

XL 

スーパーバ

イザおよびラ

イン カード 

ポート 

あり あり なし 

Cisco 

Catalyst 

9300 シ

リーズ 

— オンボード 

ポートおよび

ネットワーク 

モジュール 

ポート 

○：CVD 検証

済み 

なし なし 

Cisco 

Catalyst 

3850 シ

リーズ 

— オンボード 

ポートおよび 

10 G/40 G 

ネットワーク 

モジュール 

ポート 

○：CVD 検証

済み 

○：3850XS 10 

Gbps ファイバ 

バージョン 

CVD 検証済み

（小規模導入）  

○：3850XS 10 

Gbps ファイバ 

バージョン 

CVD 検証済み

（小規模導入） 

Cisco 

Catalyst 

3650 シ

リーズ 

— オンボード 

ポートおよび

アップリンク 

ポート 

○：CVD 検証

済み 

なし  なし 

Cisco 

Catalyst 

4500-E シ

リーズ 

Supervisor 

8-E 

スーパーバ

イザ アップリ

ンク ポート 

○：CVD 検証

済み 

なし なし 

Cisco 

Catalyst 

4500-E シ

リーズ 

Supervisor 

9-E 

スーパーバ

イザ アップリ

ンク ポート 

あり なし なし 

Cisco 

Catalyst 

6807-XL 

スイッチお

よび 6500-

E シリーズ 

Supervisor 

6T および 

Supervisor 

2T 

スーパーバ

イザ アップリ

ンク ポート

（Supervisor 

6T のみ） 

なし ○：CVD 検証

済み 

 

○：有線のみ

（ワイヤレス サ

ポートについて

はリリース ノー

トを参照） 
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C6800 10G 

シリーズ 

WS-X6900 

シリーズ 

Cisco 

Catalyst 

6880-X お

よび 6840-

X シリーズ 

— オンボード 

ポートおよび

ポート カード 

ポート 

なし ○：CVD 検証

済み 

 

○：有線のみ

（ワイヤレス サ

ポートについて

はリリース ノー

トを参照） 

Cisco 

Nexus 

7700® シ

リーズ 

Supervisor 

2E 

M3 シリーズ なし ○：CVD 検証

済み（大規模 

40 G/100 G  

導入） 

 

×：（専用の外部

コントロール プ

レーン ノードを

追加し、設定す

る必要がある） 

 

 2 SD-Access 1.2    

プラット

フォーム 

サポートさ

れるファブ

リック向け

インター

フェイス 

エッジ ノード ボーダー ノード  コントロール プ

レーン ノード  

Cloud 

Services 

Router 

1000V シ

リーズ 

— — — ○：CVD 検証済

み 

Cisco 4400 

および 4300 

シリーズ 

サービス統

合型ルータ 

オンボード 

LAN ポー

ト、ルーテッ

ド LAN ネッ

トワーク イ

ンターフェイ

ス モジュー

ル、拡張

サービス モ

ジュール 

ポート 

なし ○：CVD 検証済

み 

○：CVD 検証済

み 
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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 

オンボード 

LAN ポー

ト、イーサ

ネット ライ

ン カード、

イーサネッ

ト共有ポー

ト アダプタ 

なし あり ○：CVD 検証済

み  

（大規模導入） 

Cisco 

8540、

5520、3504 

シリーズ ワイ

ヤレス LAN 

コントローラ 

関連付けら

れた 

802.11ac 

Wave 2 お

よび Wave 

1 ファブリッ

ク モード 

AP ネット

ワーク 

ポート経由 

なし なし ワイヤレス クラ

イアント向けコン

トロール プレー

ンにプロキシす

る：CVD 検証済

み 

 

 

SD-Access トポロジは、『Campus LAN and Wireless LAN Design Guide（キャンパス LAN およびワ

イヤレス LAN 設計ガイド）』[英語] で説明されているように、同じ設計原則と、ネットワークをモジュラ グ

ループに分割した階層設計に関するベスト プラクティスに従う必要があります。モジュラ型の設計によっ

て、ネットワーク全体に複製できる設計要素を作成します。次の例は、3 層のキャンパス設計の物理トポ

ロジを示しています。このトポロジでは、すべてのノードが同一コストのリンクによってデュアル ホーム化

されることで、ロードバランシング、冗長性、迅速なコンバージェンスを実現できます。このトポロジはキャ

ンパス コアのボーダーを示していますが、このボーダーは、別のアグリゲーション ポイントのコアとは別

に設定できます。各アグリゲーション レイヤのクロス リンクは、アップリンクに障害が発生した場合に最

適なルーティングを確保するために使用します。 

https://cvddocs.com/fw/120C-prime


 

 

25/46 ページ 

 

 6 3  SD-Access   

7108F 

小規模な導入では、2 層設計の SD-Access ファブリックを実装できます。同じ設計原則を適用する必要

がありますが、アグリゲーション レイヤを中間ノードに実装する必要はありません。 
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 7 2  SD-Access   

7109F 

一般的に SD-Access トポロジは、他の物理トポロジを使用できる場合でも、ファブリック ボーダー ノード

をスポークの出力点ハブに配置して、スポーク ネットワークとして導入する必要があります。ファブリック

が中継ネットワークになるトポロジは、最適な転送が確保されるように注意して計画する必要がありま

す。ボーダー ノードが、既存のトラフィックのアグリゲーション ポイントではないノードに実装されると、ト

ラフィックがボーダーからファブリックを出て実際のアグリゲーション ポイントに戻る際に、ルーティングが

最適になりません。 

  

適切に設計されたアンダーレイ ネットワークによって、SD-Access ネットワークの安定性、パフォーマン

ス、および効率的な使用状況が確保されます。DNA Center を活用すればアンダーレイ導入を自動化で

きます。 

ファブリックのアンダーレイ ネットワークには、次の設計要件があります。 

 レイヤ 3 アクセス設計：ファブリックにレイヤ 3 ルーテッド ネットワークを使用すると、ループ回避

プロトコルやインターフェイス バンドル技術を使用することなく、最高度の可用性が得られます。 
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 デフォルトの MTU の拡大：VXLAN ヘッダーには、カプセル化により 50 バイト（オプションで 54 

バイト）のオーバーヘッドが加わります。一部のイーサネット スイッチは、9216 バイトの最大伝

送ユニット（MTU）をサポートしていますが、MTU が 9196 バイト以下であるイーサネット スイッ

チもあります。一般的にサーバ MTU が最大 9,000 バイトになることから、ネットワーク全体の 

MTU を 9100 バイトにすることで、ファブリックの内部および外部でフラグメンテーションを発生

させることなく、イーサネットのジャンボ フレームをトランスポートすることができます。 

 ポイントツーポイント リンクの使用：ポイントツーポイント リンクでは、複雑なトポロジで一般的に

発生する、上位層プロトコルのタイムアウトを待つ必要がなくなるため、コンバージェンス時間が

最短になります。ポイントツーポイント リンクと推奨される物理トポロジ設計を組み合わせること

で、リンクに障害が発生した場合に高速コンバージェンスが確保されます。高速コンバージェン

スは迅速なリンク障害検出による利点であり、ルーティング テーブルおよび転送テーブルにあ

らかじめ設定されている代替トポロジ エントリがただちに使用されます。光インターフェイスに

よって障害検出時間が最短になり、コンバージェンスが向上することから、ポイントツーポイント 

リンクは、銅線ではなく光テクノロジーを使用して導入します。障害の検出とコンバージェンスの

特性を強化するには、Bidirectional Forwarding Detection（BFD; 双方向フォワーディング検

出）を使用します。 

 ファブリック専用の IGP プロセス：ファブリックのアンダーレイ ネットワークで必要なのは、ファブ

リック エッジからボーダー ノードに IP が到達できることのみです。ファブリック導入では、SD-

Access ファブリックに実装した専用の IGP プロセスによって、単一領域の IGP 設計を実装す

ることができます。ファブリック内のリンクで使用されるアドレス空間は、ファブリックの外部にア

ドバタイズすることなく、複数のファブリックで再利用することができます。 

 ループバック伝播：アンダーレイ デバイスに割り当てられるループバック アドレスは、ファブリッ

ク外部に伝播して、ファブリック コントロール プレーン ノード、DNS、DHCP、AAA などのインフ

ラストラクチャ サービスとの接続を確立する必要があります。ベスト プラクティスとしては、/32 

ホスト マスクを使用します。ネットワークに導入されたホスト ルートにタグを適用します。タグを

参照して、タグ付けされたループバック ルートのみ再配布して伝播します。このように簡単な方

法で、ファブリック外部のルートを選択して伝播することで、プレフィックス リストを維持する必要

がなくなります。 

LAN  

DNA Center の LAN 自動化サービスを使用すれば、アンダーレイの設定を完全に自動化することがで

きます。新規の導入でない場合は、アンダーレイを手動で作成します。手動のアンダーレイでは、自動ア

ンダーレイ導入にはないバリエーション（別の IGP を選択するなど）が可能ですが、先にリストしたアン

ダーレイ設計原則はそのまま適用されます。 

アンダーレイの導入を自動化するために、DNA Center では IP を使用して、新しいアンダーレイ デバイ

スに直接接続されたシスコ ネットワーク プラグ アンド プレイのシード デバイスにアクセスします。その他

のデバイスには、ホップバイホップの CDP 検出とプロビジョニングによってアクセスします。 
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SD-Access ファブリックでは、ファブリック内のユーザ トラフィックのトランスポートにオーバーレイ ネット

ワークが使用されます。ファブリックのカプセル化により、オーバーレイ内のトラフィックのセグメンテー

ションで使用できる、拡張可能なグループ情報も伝達できます。仮想ネットワークを導入する場合は、次

に示す設計上の考慮事項について検討してください。 

 ネットワーク要件への対応に必要な仮想化：SGT を使用したセグメンテーションにより、管理が

容易なグループベースのポリシーが可能になり、仮想ネットワーク内のエンドポイント グループ

間のきめ細かいデータ プレーン分離が実現し、さまざまなネットワーク ポリシー要件に対応でき

るようになります。SGT を使用することで、ポリシーをスケーラブルに導入できるようになり、障

害の原因にもなる、IP アドレスに基づいてポリシーを更新する面倒な作業がなくなります。VN 

では、グループ セグメンテーションのために SGT のトランスポートがサポートされています。

データ プレーンとコントロール プレーンの両方で分離が必要な場合は、仮想ネットワークを使

用します。異なる仮想ネットワーク間で通信が必要な場合は、外部のファイアウォールまたはそ

の他のデバイスを使用して VN 間の通信を確立します。要件に応じて、いずれかまたは両方の

オプションを選択できます。 

 サブネットを減らして DHCP 管理をシンプル化：オーバーレイでは、大規模なレイヤ 2 ネット

ワークで発生する可能性があるフラッディングを招くことなく、IP サブネットをファブリック全体に

拡張することができます。サブネットと DHCP スコープの数が少なくなることで、IP アドレッシン

グと DHCP スコープ管理がシンプルになります。 

 IP サブネットのオーバーラップの回避：異なるオーバーレイ ネットワークではアドレス空間の

オーバーラップがサポートされていますが、ほとんどの導入では、すべての VN で共有サービス

が必要で、VN 間通信も必要になる場合があることに注意が必要です。共有サービスと VN 間

通信のためにネットワーク アドレス変換デバイスを追加することで運用が複雑にならないよう

に、アドレス空間のオーバーラップは回避すべきです。 

   

ファブリック コントロール プレーンには、ファブリック要素のエンドポイントの場所を特定するために使用す

るデータベースが含まれています。これは、ファブリックが動作するために中心となる重要な機能です。コ

ントロール プレーンが過負荷になり、応答が遅くなると、初期のパケットでアプリケーション トラフィックの

損失が発生します。ファブリック コントロール プレーンがダウンすると、ファブリック内のエンドポイントが、

ローカル データベースに存在しないリモート エンドポイントとの通信を確立できなくなります。 

DNA Center により、コントロール プレーン機能の設定が自動化されます。冗長性を確保するには、 

2 つのコントロール プレーン ノードを導入し、各ノードにコントロール プレーン情報が複製されるようにし

て、ファブリックの可用性を高めます。コントロール プレーンをサポートするデバイスとしては、ファブリッ

ク エンドポイントをベースに、組織の HTDB、CPU、メモリに対するニーズに対応できるデバイスを選択

する必要があります。 
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選択したボーダー ノードが、ファブリックに求められるエンドポイントの拡張要件をサポートしていない場

合は、ファブリック コントロール プレーンの機能とボーダー ノードをコロケーションさせることが適切で

す。ただし、コロケーション オプションを実行できない場合（例：Nexus 7700 ボーダーにコントロール プ

レーン ノード機能がない場合、またはエンドポイント拡張要件がプラットフォームの機能を超える場合な

ど）は、ファブリック サイトに物理ルータや仮想ルータなど、この機能専用のデバイスを追加します。 

  

ファブリック ボーダーの設計は、ファブリックを外部ネットワークに接続する方法によって異なります。ファ

ブリック内の VN は、ファブリック外の VRF-Lite インスタンスにマッピングする必要があります。ボーダー

の設計は、ネットワーク内で共有サービスを配置した場所に応じて調整します。詳細については、このガ

イドの「エンドツーエンドの仮想化の考慮事項」を参照してください。 

トランジット コントロール プレーンとインターコネクトされている場合は、ローカル サイト サービスを使用

した大規模な分散型キャンパスの導入が可能です。このトピックに関するガイダンスは、これらの新しい

ロールが一般的に利用可能な機能となった後に検索できるようになります。 

  

SD-Access では既存のインフラストラクチャ サービスを変更する必要はありませんが、ファブリック ボー

ダー デバイスには、ファブリック導入を支援するために、DHCP リレー機能の違いを処理する機能が導

入されています。一般的な DHCP リレー設計では、一意のゲートウェイ IP アドレスによって、オファー 

アドレスを DHCP サーバが送信する場所に加えて、エンドポイントに対するサブネット アドレスの割り当

てが決定されます。ファブリック オーバーレイ ネットワークでは、ゲートウェイは一意ではなく、オーバー

レイ内のすべてのファブリック エッジ デバイスに同じ Anycast IP アドレスが適用されます。ボーダー、ま

たは DHCP サーバ自体によって特別な処理が行われない限り、ボーダーを通って DHCP サーバから

返された DHCP オファーが、DHCP 要求が発信された正しいファブリック エッジ スイッチにリレーされな

い場合があります。 

特定の DHCP リレーの送信元を識別するために、DNA Center では、回線 ID を挿入する情報オプショ

ンを含む DHCP オプション 82 によって、ファブリック エッジでのリレー エージェントの設定が自動化され

ます。この情報を追加することで、特定の送信元リレー エージェントを識別するサブオプションが追加さ

れます。回線 ID に組み込まれている DHCP リレー情報は、高度な DHCP ボーダー リレー機能を備え

たファブリック ボーダー、または DHCP サーバ自体によって、リクエスタに対する DHCP オファー応答

の宛先として使用されます。 

高度な DHCP ボーダー リレー機能を持つボーダーを使用すれば、ファブリック エンドポイントを含むス

コープと、標準の非ファブリック スコープの作成において、DHCP サーバのスコープ設定に違いはありま

せん。この DHCP 追加機能を備えたボーダー ノードを使用する場合、ボーダーは DHCP サーバから

返された DHCP オファーを検査します。DHCP オファーを受信したボーダー ノードは、組み込まれてい

る回線 ID を参照し、DHCP オファーを正しいリレー送信先に送信します。 
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すでに説明したように、ファブリック WLC とファブリック モード AP を SD-Access アーキテクチャに統合

した場合、ファブリック WLC はデータ プレーン トラフィック転送ロールにアクティブに参加せず、ファブ

リック モード AP が、有線ファブリックで送受信されるワイヤレス クライアント トラフィックの配信を行いま

す。WLC コントロール プレーンでは、WLC と AP 間で低遅延の接続（20 ms 未満を推奨）を必要とする

など、ローカル モード コントローラの多くの特性が維持されています。コロケーションの要件では、一般

的な WAN のリモート サイトで、ファブリック WLC がファブリック モード AP のコントローラになることが

除外されています。そのため、ワイヤレスが統合された SD-Access を導入するリモート サイトでは、

ローカル コントローラが必要になります。 

SD-Access にワイヤレスを統合する場合は、ファブリック WLC の配置と接続も考慮します。一般的に

大規模な導入では、WLC はアンダーレイの一部である共有サービスの分散ブロックに接続されます。

優先分散ブロックにはシャーシが冗長化されており、また WLC に対するリンクとプラットフォームの冗長

性を確保するために、L2 マルチシャーシ EtherChannel 接続がサポートされています。そのため、一般

的に仮想スイッチング システムまたはスイッチ スタックが使用されます。 

AP は、INFRA_VRF という定義済みの VRF に接続されます。VRF はグローバル ルーティング テーブルに

接続できるため、ネットワークとの WLC 接続を変えずにファブリック ドメインのエッジで AP を管理できます。 

 8 SD-Access   

7110F 
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シームレスなローミング領域に専用の WLC と AP を指定してファブリックに参加させることができない場

合は、従来の Cisco Unified Wireless Network 設計モデル（ローカル モード モデル）を使用できます。

SD-Access は、ファブリック統合による利点はありませんが、非ネイティブのサービス オプションとして 

Cisco Unified Wireless Network「オーバーザトップ」との互換性があります。 

オーバーザトップの集中管理設計では、IP アドレス管理、シンプルな設定とトラブルシューティング、大

規模なローミングが可能です。集中管理型モデルでは、WLAN コントローラと AP は両方とも同じサイト

内にあります。WLAN コントローラは、データセンター サービス ブロック、またはキャンパス コアに隣接

する専用ブロックに接続できます。WLAN クライアントと LAN の間のワイヤレス トラフィックは、コント

ローラと AP 間で Control and Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）プロトコルを使用

してトンネリングされます。AP は、推奨される集中管理型 WLAN 設計を変更することなく、ファブリック

内外に配置することができます。ただし、ファブリックをオーバーザトップ トランスポートとしてのみ使用す

る場合は、ファブリックと SD-Access の利点は、ワイヤレスに拡張されることも統合されることもありま

せん。 

キャンパス ワイヤレス設計の詳細については、『Campus LAN and Wireless LAN Design Guide（キャ

ンパス LAN およびワイヤレス LAN 設計ガイド）』[英語] を参照してください。 

技術的なヒント 

SD-Access ファブリック内でコンバージド アクセスと Cisco FlexConnect® はサポートされ

ません。 

SD-Access   

多くの組織で、SD-Access ワイヤレスをファブリックに統合する前の最初の移行ステップとして、集中管

理型ワイヤレス オーバーザトップで SD-Access を導入できます。その場合、組織では 1 つの WLC を 

SD-Access ワイヤレス専用にすべきです。1 つの WLC を SD-Access 専用にすることで、ソフトウェア 

バージョンの更新や新しい AP グループの設定などのために既存の集中管理環境を変更することなく、

ファブリック ドメインと非ファブリック ドメインの両方で同じ SSID を使用することができます。 

移行ステージとして集中管理型と SD-Access の両方のワイヤレス サービスを導入しようとする組織

は、既存の集中管理型ワイヤレス ソフトウェアと設定を保持する必要はありません。DNA Center では、

同じ WLC で両方をサポートしながら自動で新しくインストールできます。その場合、DNA Center による

新しいインストールでは、実行中の既存の設定は考慮されず、新しい設定が自動的に作成されます。 

https://cvddocs.com/fw/120C-prime
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セキュリティ ポリシーは組織に応じて異なるため、汎用的なセキュリティ設計を定義することは不可能で

す。セキュリティ設計において重要なのは、情報セキュリティ ポリシーと法令遵守です。セキュリティと

ユーザ エクスペリエンスの適切なバランスを確保するには、セキュリティ設計の計画フェーズが重要に

なります。SD-Access ネットワークのセキュリティ ポリシーの設計については、次の側面について考慮

する必要があります。 

 ネットワークのオープン性：ネットワークでは、組織が供給したデバイスしか許可しない組織もあ

れば、「Bring Your Own Device（個人所有デバイス持ち込み）」アプローチをサポートしている

組織もあります。あるいは、IT 部門が業務用途として承認したエンドポイントのリストがユーザ

に提供される、「Choose Your Own Device（自分のデバイスを選択）」モデルを導入すること

で、ユーザの選択に配慮しながらエンドポイント セキュリティの管理を容易にすることもできま

す。また、デバイスの所有者に応じてネットワーク セキュリティ ポリシーを導入できる、ID ベー

スのアプローチも可能です。たとえば、組織が供給したデバイスにはグループベースのアクセス

権を付与し、個人所有デバイスの場合はインターネット アクセスに限定する場合などです。 

 ID 管理：最もシンプルな形式の ID 管理では、ユーザ名とパスワードでユーザを認証します。

ネットワーク デバイスにセキュリティ機能とアプリケーションの可視性を組み込むことで、物理的

な場所、使用されるデバイス、アクセス ネットワークのタイプ、使用されるアプリケーション、時

刻などの詳細なコンテキストを含む、高度なポリシー定義のためのテレメトリが得られます。 

 認証、認可、アカウンティング ポリシー：認証は、ネットワークへのアクセスを要求するクライア

ントの ID を確立して確認するプロセスです。認可は、エンドポイントにネットワーク リソースへの

アクセスを認可するプロセスです。セグメンテーション ポリシーは必ずしもアクセス レイヤで適

用する必要はなく、複数の場所に導入できます。ポリシーを適用する場合、VN 内でのセグメン

テーションには SGACL を使用し、ファブリック エッジ ノードで VN にエンドポイントをマッピング

する場合にはダイナミック VLAN 割り当てを使用します。イベント ログ、ACL ヒット カウンタ、お

よび類似する標準のアカウンティング ツールを使用することで、可視性が強化されます。 

 エンドポイント セキュリティ：エンドポイントはマルウェアに感染して、データの侵害やネットワー

ク中断を発生させる可能性があります。マルウェア検出、エンドポイント管理、ネットワーク デバ

イスからのデータのエクスポート機能によって、エンドポイントの動作に関する詳細情報を把握

することができます。セキュリティ アプライアンスと分析プラットフォームをネットワークに緊密に

統合することで、侵害されたデバイスの検疫と修復に必要なインテリジェンスが得られます。 

 データの整合性と秘密保持：VN を使用したネットワーク セグメンテーションによって、IoT トラ

フィックと従業員トランザクションを分離するなど、アプリケーションへのアクセスを制御できま

す。IEEE 802.1AE MACsec を使用したスイッチング環境でデータ パスを暗号化することでレ

イヤ 2 での暗号化が可能になり、データの傍受や改ざんを防止できるようになります。 

 ネットワーク デバイスのセキュリティ：ネットワーク デバイスはセキュリティ攻撃のターゲットにな

りやすいため、セキュリティを強化することが不可欠です。TACACS+ を使用してデバイスを認

証し、不要なサービスを無効にするなど、最もセキュアなデバイス管理オプションを設定すること

が、ネットワーク デバイスのセキュリティ確保するためのベスト プラクティスになります。 
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各仮想ネットワーク内でグループベースのセグメンテーションを有効にすることで、シンプルな階層型の

ネットワーク ポリシーを適用できるようになります。分離されたコントロール プレーンとデータ プレーンで

は、仮想ネットワークを使用してネットワーク レベルのポリシー スコープ定義が可能になります。また 

VN 内で SGT を使用することで、グループレベルのポリシー スコープを定義し、有線とワイヤレス両方

のファブリックに共通のポリシーを適用できるようになります。 

SGT は、ネットワーク内のロールまたは機能に基づき、ロール ベースのポリシーや、ISE で一元的に定

義される SGACL に従って、エンドポイント トラフィックにタグを付与することができます。多くの導入で

は、ユーザ アカウント、クレデンシャル、およびグループ メンバーシップ情報の ID ストアとして Active 

Directory が使用されています。認可されたエンドポイントは、認可情報に基づいて分類され、該当する

拡張可能なグループが割り当てられます。これらの拡張可能なグループは、セグメンテーション ポリシー

と仮想ネットワーク割り当てルールの作成に使用できます。 

SGT 情報は、以下のいくつかのフォームでネットワーク全体に伝達されます。 

 SD-Access ネットワーク内：SD-Access ファブリック ヘッダーによって SGT 情報がトランス

ポートされます。ファブリック エッジ ノードとボーダー ノードは、SGACL を適用することでセキュ

リティ ポリシーを適用できます。 

 Cisco TrustSec 機能を搭載したデバイスのファブリックの外部：Cisco TrustSec 機能を搭載

したインライン デバイスは、レイヤ 2 フレームの CMD ヘッダーで SGT 情報を伝達します。こ

れは、SD-Access ネットワーク外部で推奨されるトランスポート モードです。 

 TrustSec 非対応デバイスをバイパスするファブリックの外部：SXP では、TCP 接続経由で 

SGT をトランスポートできます。これは、SGT インラインをサポートしていないネットワーク デバ

イスをバイパスするために使用できます。 

Cisco TrustSec の詳細については、cisco.com/go/trustsec [英語] を参照してください。 

SD-Access  

ネットワークを設計する場合は、表 1 と表 2 に示す、プラットフォームのロールに関する推奨事項に加え

て、次の表に示す Cisco Validated Design（CVD）テスト済みの値を考慮してください。また、導入に関

するハードウェアおよびソフトウェアのリリース ノートも参照してください。さらに多くのエンドポイントや

ファブリックを管理するには、DNA Center を追加で導入することが必要になる場合があります。 

技術的なヒント 

表に示す数値は、SD-Access 1.2 ソリューションの CVD 検証でテスト済みの値を示して

います。実際の値は、他に制約がなければ、多くの場合表の値よりも高くなります。特定の

コンポーネントに関する制限については、次のセクションに記載した単一プラットフォーム

の拡張制限と、ハードウェアおよびソフトウェアのリリース ノートを確認してください。 

https://www.cisco.com/go/trustsec
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 3 Cisco Validated Design  SD-Access  DNA Center  DNA  

SD-Access のコンポーネント 単一の DNA Center クラスタの CVD テスト値

（最大値はさらに大きくなる場合がある） 

すべてのファブリック ドメインのクライアント数

（有線およびワイヤレス クライアント） 

検証済み：25,000 

すべてのファブリック ドメインのエッジ、ボー

ダー、およびコントロール プレーンのファブリック 

ノード数 （スイッチ/スイッチ スタック、ルータ、

WLC） 

検証済み：500 

ファブリック中間ノードおよびエッジ、ボーダー、

コントロール プレーン ノードを含む、すべての

ファブリック ドメインのファブリック ノードの全タイ

プ数 

検証済み：1,000 

すべてのファブリック ドメインのアクセス ポイント

数（各 AP をエンドポイントとしてカウント） 

検証済み：1,500 

単一のファブリックドメインまたはすべてのファブ

リックドメインで分割した場合の IP プール数 

検証済み：500 エッジで 125 プール 

サイト数：DNA Center サイト階層の各項目を加

算（サイト、建物、フロア） 

検証済み：200 

ファブリック ドメイン数 検証済み：10 

すべてのファブリック ドメインの拡張可能グルー

プのタグ数 

検証済み：4,000 

すべてのファブリック ドメインのアクセス コント

ロール ポリシー数 

検証済み：1,000 

すべてのファブリック ドメインのコントラクト数 検証済み：500 
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 4  SD-Access  Cisco Validated Design 

 

[空のままにしておく] ファブリック エッジ プラット

フォームの検証値 

ファブリック ボーダーの検証値 

Cisco Catalyst 3650 および 

3850 シリーズ 

検証済み：40 — 

Cisco Catalyst 3850 XS 

（10 Gbps ファイバ） 

— 検証済み：40 

Cisco Catalyst 9300 シリーズ 検証済み：40 検証済み：40 

Cisco Catalyst 9400 シリーズ 

Supervisor Engine-1 搭載 

検証済み：40 — 

Cisco Catalyst 4500 シリーズ 

Supervisor 8-E 搭載  

検証済み：40 — 

Cisco Catalyst 9500 シリーズ — 検証済み：40 

Cisco Catalyst 6807-XL 

Supervisor 6T 搭載 

— 検証済み：40 

Cisco Nexus 7700 スーパー

バイザ 2E 

— 検証済み：40 

ASR 1000 シリーズおよび 

4000 シリーズ ISR 

— 検証済み：40 

 

 SD-Access  

組織のネットワークを展開する前に、エンドツーエンドの CVD ネットワーク検証に加えて、単一のプラッ

トフォームにおける拡張に関する制約を考慮する必要があります。現在および将来のネットワーク拡張を

計画する際に、このデータを使用してプラットフォームを選択します。 

DNA Center の数はインスタンス単位であり DNA Center 単一ノード クラスタの場合も、DNA Center 3 

ノードクラスタの場合もあります。最大数は、プラットフォーム固有の制限値か、単一プラットフォームの

最新のテスト結果に基づいて推奨される制限値です。 
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 5 DNA Center 

SD-Access 要素 最大 

ファブリック ドメイン数 10 

1 つのドメインまたは複数ドメイン分割でのファブリック サイト数 200 

ファブリック エッジに接続されている AP 数 4,000 

ファブリック エッジに接続された優先エンドポイント数 

（優先エンドポイントとしてカウントされる AP を含む） 

25,000 

ボーダー、エッジ（スイッチまたはスイッチ スタック）、WLC を含むファブリック ノード数 500 

中間、サブテンド、ルータを含む非ファブリック ノード数 1,000 

ファブリック サイトあたりのコントロール プレーン ノード数 2 

ファブリック サイトあたりのデフォルトのボーダー ノード数 4 

すべてのファブリック ドメインの IP プール数 125 

すべてのファブリック ドメインのサイト数 200 

拡張可能グループ数 4,000 

ポリシー数 1,000 

コントラクト数 500 

 

 6 SD-Access   

[空のままにして

おく] 

仮想ネットワーク 接続されている有

線エンドポイント数 

SGT/DGT テー

ブル 

SGACL：セキュリ

ティ ACE の数 

Cisco Catalyst 

3650 シリーズ 

64 2,000 4,000 1,500 

Cisco Catalyst 

3850 シリーズ 

64 4,000 4,000 1,500 

Cisco Catalyst 

9300 シリーズ 

256 4,000 8,000 5,000 
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Cisco Catalyst 

4500 シリーズ 

Supervisor 8-E 

搭載  

64 4,000 2,000 1,350 

Cisco Catalyst 

9400 シリーズ 

Supervisor 

Engine-1 搭載 

256 4,000 8,000 18,000 

 

 7 SD-Access   

[空のままに

しておく] 

仮想ネット

ワーク 

SGT/DGT 

テーブル 

SGACL：セ

キュリティ 

ACE の数 

ファブリック 

コントロー

ル プレーン

のエントリ

数：コント

ロール プ

レーンとコ

ロケーショ

ンされた

ボーダー 

IPv4 ファブ

リック ルー

ト数 

IPv4 ファブ

リック ホスト 

エントリ数 

Cisco 

Catalyst 

3850 XS 

（10 Gbps 

ファイバ） 

64 4,000 1,500 3,000 8,000 16,000 

Cisco 

Catalyst 

9400  

シリーズ 

Supervisor 

Engine-1XL 

搭載 

256 8,000 18,000 80,000 20,000 80,000 

Cisco 

Catalyst 

9500  

シリーズ 

256 8,000 18,000 80,000 48,000 96,000 
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Cisco 

Catalyst 

6800  

シリーズ 

Supervisor 

6T 

512（ユニ

キャスト） 

100（マルチ

キャスト） 

12,000 30,000 25,000 256,000 256,000 

Cisco 

Catalyst 

6800  

シリーズ 

Supervisor 

6T（XL） 

512（ユニ

キャスト） 

100（マルチ

キャスト） 

30,000 30,000 25,000 1,000,000 1,000,000 

Cisco 

Nexus 7700 

スーパーバ

イザ 2E 

256 64,000 64,000 — 32,000 

LISP マップ

済み 

32,000 

LISP マップ

済み 

ASR 1000 

シリーズ  

（8 GB  

メモリ） 

4,000 64,000 64,000 200,000 1,000,000 1,000,000 

ASR 1000 

シリーズ  

（16 GB  

メモリ） 

4,000 64,000 64,000 200,000 4,000,000 4,000,000 

4000 シリー

ズ ISR 

（8 GB  

メモリ） 

4,000 64,000 64,000 100,000 1,000,000 

 

1,000,000 

 

4000 シリー

ズ ISR 

（16 GB  

メモリ） 

4,000 64,000 64,000 100,000 4,000,000 4,000,000 

CSR 1000v 

シリーズ 

— — — 200,000 — — 

 

 



 

 

39/46 ページ 

 

エンドツーエンドの設計上の考慮事項 

仮想ネットワークでは、共有しているネットワーク インフラストラクチャでデータ プレーンとコントロール プ

レーンは完全に分離されています。SD-Access の場合は、1 つの VN 上のユーザは完全に分離される

ため、別の VN 上のユーザと通信することはできません。ファブリック ボーダー ノードは、SD-Access 

ファブリックを超えてネットワーク仮想化を拡張させることを目的としています。組織では、このタイプの分

離を必要とするビジネス上の要件がある場合があります。ネットワーク仮想化が有効な業種固有の使用

例としては、たとえば次のものがあります。 

 教育：管理部門と学生寮の各ネットワークに分離された大学のキャンパス 

 小売：クレジット カード業界のコンプライアンスをサポートする POS マシンの分離 

 製造：製造現場におけるマシン間トラフィックの分離 

 医療：医療機器、患者によるワイヤレス ゲスト アクセス、HIPAA コンプライアンスのための専

用ネットワーク 

 企業：アドレス空間のオーバーラップが発生する可能性がある、合併時のネットワーク統合。建

物の制御システムと監視カメラ装置の分離  

エンドツーエンドのネットワーク仮想化の設計では、仮想ネットワークの整合性を確保するために、詳細

な計画が必要になります。ほとんどの場合、複数の仮想ネットワークで再利用可能な、何らかの形の共

有サービスが必要になります。それらの共有サービスは、サービスを共有する異なる仮想ネットワークの

分離を維持するために、正しく導入することが重要です。ファブリック ボーダーに直接接続されたフュー

ジョン ルータを使用することで、複数のネットワーク間で共有するサービスのルート リークを実現するプ

レフィックスのメカニズムが得られ、ファイアウォールを使用することで、仮想ネットワーク間のトラフィック

のセキュリティとモニタリングを目的としたレイヤが追加されます。共有サービスには次のようなものがあ

ります。 

 ワイヤレス インフラストラクチャ：共通のワイヤレス LAN（単一の SSID）を使用することで、複

数の SSID を使用してエンドポイント通信を分離する従来の非効率な戦略に比べて、無線周波

数のパフォーマンスとコスト効率が向上します。トラフィックは、専用の VLAN を WLC に割り当

て、802.1X 認証を使用した動的な VLAN 割り当てによって、対応する VN にワイヤレス エンド

ポイントをマッピングすることで分離されます。 

 DHCP、DNS、IP アドレス管理：仮想ネットワークがサポートされている限り、同じインフラストラ

クチャ サービスのセットを再利用するこができます。単一のネットワークを超えてサービスを拡

張するには、高度な DHCP スコープ選択基準、複数ドメイン、アドレス空間のオーバーラップの

サポートなどの特別な機能が必要になります。 
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 インターネット アクセス：複数の仮想ネットワークで同じインターネット ファイアウォールのセット

を使用できます。仮想ネットワークごとに固有のファイアウォール ポリシーを適用する必要があ

る場合は、マルチコンテキストのファイアウォールの使用が推奨されます。 

 IP 音声/ビデオ コラボレーション サービス：複数の仮想ネットワークに IP フォンやその他のユ

ニファイド コミュニケーション デバイスが接続されている場合、Communications Manager に

対するコール制御シグナルと、各デバイス間の IP トラフィックは、インフラストラクチャ内の複数

の VN を通過できる必要があります。 

 

ファブリック ボーダーを超えて SD-Access ファブリックの仮想化を拡張するには、複数の VRF 設定を

使用します。SD-Access VN では、SD-Access ファブリック外の VRF に対して、1:1 または N:1 のマッ

ピングが可能です。エンドツーエンドのネットワークの仮想化は、このガイドの対象外です。ただしこのセ

クションでは、ネットワークの仮想化で最も一般的に使用されるテクノロジーについて、簡単に説明してい

ます。 

  

同じ物理デバイス内で、レイヤ 2 およびレイヤ 3 での論理的な分離機能を使用して、仮想ネットワークを

拡張することができます。 

-  LAN  

デバイス レベルの仮想化の最も基本的な形式は、異なる仮想 LAN（VLAN）を使用したネットワーク トラ

フィックの分離です。この形式の仮想化は、レイヤ 2 のデバイスに適用され、スイッチド ドメイン全体に

拡張できます。VLAN は、同じ物理インターフェイス経由で複数のホスト プールとの接続が必要な、ルー

タとセキュリティ アプライアンス間のポイントツーポイントのリンクを仮想化する目的でも使用されます。 

VN  Virtual Routing and Forwarding VRF; 

 

VRF は、同じデバイス上で複数のレイヤ 3 ルーティング テーブルを作成する、デバイス レベルの仮想

化テクノロジーです。VRF は既存のレイヤ 2 ドメインに関連付けることで、複数の VLAN でレイヤ 3 エッ

ジ機能が得られます。また、レイヤ 3 ルーテッド インターフェイス間で関連付けることで、同じインター

フェイスのセットに複数の仮想化コントロール プレーンを拡張できます。VN と VRF をマッピングすること

で、ボーダーを超えて VN 通信が拡張されて有効になります。 

 

デバイスを相互接続するリンク パスの分離を維持するために、複数のデバイスでネットワーク仮想化を

実現するさまざまなテクノロジーがあります。SD-Access で推奨されるパス分離テクノロジーは、VRF-

Lite と MPLS VPN です。必要な仮想ネットワークの数は、設計によって異なります。多くの VRF が必

要になることが予想される場合は、MPLS VPN を導入することで、設定と管理がシンプルになります。 
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 VRF-Lite 

VRF-Lite は、各仮想ネットワークでデータ プレーンとコントロール プレーンを分離するために、デバイス

間の 802.1Q トランクを使用して、キャンパス ネットワークにホップバイホップ ベースで導入します。運用

を容易にするには、同じセットの VLAN をすべてのホップで使用します。また VN 単位のアドレス ファミ

リと BGP を使用することで、共有サービスのルート リークを容易にする属性が得られます。 

MPLS 

サービス プロバイダー テクノロジーとして認識されることが多い MPLS は、多数の仮想ネットワークを

必要とする大規模な企業で一般的に WAN で使用されていますが、キャンパス ネットワークにも拡張さ

れています。VRF-Lite は、ほとんどのルーティング プラットフォームで一般的に使用されていますが、

MPLS はすべてのプラットフォームでサポートされているわけではありません。エッジで VRF-Lite と 

MPLS VPN を組み合わせる設計も、検討する価値があります。 

技術的なヒント 

SD-Access ソリューションは、ファブリック ボーダー ノードで VRF-Lite ハンドオフをサ

ポートしています。その他のオプション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 ノートを参照してください。 

SD-Access への移行 

インフラストラクチャ コンポーネントを追加して相互接続し、DNA Center とシスコ プラグ アンド プレイ機

能を使用してネットワーク アーキテクチャのプロビジョニングを完全に自動化することで、SD-Access 

ネットワークを新規に構築することができます。既存のネットワークを移行するには、別の計画が必要に

なります。次にいくつかの考慮事項を示します。 

 移行では、一般的に手動によるアンダーレイを使用します。組織のアンダーレイ ネットワークに

は、「アンダーレイ ネットワーク」セクションで説明されている要素が含まれていますか。また、レ

イヤ 3 アクセス モデルにネットワークを再設定する必要がありますか。 

 ネットワーク内の SD-Access コンポーネントは、ターゲットのトポロジで必要な規模をサポート

していますか。また、ハードウェアおよびソフトウェア プラットフォームを追加して強化する必要

がありますか。 

 組織では、IP アドレッシングと DHCP スコープ管理の変更に対応できますか。 

 複数のオーバーレイを有効にする場合、オーバーレイと共通サービス（インターネット、

DNS/DHCP、データセンター アプリケーションなど）を統合する戦略はどのようなものでしょうか。 
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 SGT はすでに導入されていますか。またポリシーの適用ポイントはどこですか。SGT と複数の

オーバーレイを使用してファブリック内でセグメント化と仮想化を行う場合、ファブリックを超えて

拡張するにはどのような要件がありますか。セグメンテーションと仮想化を拡張してサポートす

るために必要な、Cisco TrustSec、VRF-Lite、MPLS、フュージョン ルータ、またはその他のテ

クノロジーをサポートするインフラストラクチャは確立されていますか。 

 ローミング ドメイン内のワイヤレス カバレッジは、ある時点でアップグレードできるでしょうか。あ

るいはオーバーザトップ戦略を採用する必要がありますか。 

既存のネットワークを SD-Access に移行させるには、主に 2 つのアプローチがあります。既存のプラッ

トフォームの多くを置き換える必要があり、十分な電力、空間、冷却能力がある場合は、SD-Access ネッ

トワークを並行して構築することで容易にカットオーバーできる可能性があります。既存のネットワークと

統合されるネットワークを並行して構築することは、新規構築の有効なバリエーションの 1 つです。もう 1 

つのアプローチとしては、SD-Access ファブリックにアクセス スイッチを段階的に移行させる方法があり

ます。この戦略は、SD-Access 対応機器がすでに導入されているか、環境上の制約があるネットワーク

に適しています。 

移行の詳細については、cisco.com の「Software-Defined Access Migration（SD-Access の移行）」

[英語] を参照してください。 

付録 A：SD-Access ファブリックの詳細 

   

RFC 7348 では、レイヤ 3 ネットワークの上にレイヤ 2 ネットワークをオーバーレイする方法として、仮

想拡張 LAN（VXLAN）が定義されています。VXLAN を使用し、レイヤ 3 ネットワークで UDP/IP を使用

して、元のレイヤ 2 フレームにタグ付けします。それぞれのオーバーレイ ネットワークは VXLAN セグメ

ントと呼ばれ、24 ビット VXLAN ネットワーク ID を使用して識別され、最大 1,600 万の VXLAN セグメ

ントをサポートします。 

https://cvddocs.com/fw/250c-17a-link1
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 9 RFC 7348 VXLAN  

7105F 

SD-Access ファブリックでは、VXLAN データ プレーンを使用して完全な元のレイヤ 2 フレームをトラン

スポートし、さらにコントロール プレーンとして Locator/ID Separation Protocol を使用して、エンドポイ

ントとロケーションのマッピングを解決することができます。SD-Access ファブリックは、VXLAN ヘッダー

の予約済みの 16 ビットを置き換え、https://tools.ietf.org/html/draft-smith-vxlan-group-policy-04  

[英語] で説明されている変更済みの VXLAN-GPO フォーマットを使用して、最大 64,000 SGT をトラン

スポートします。 

VNI はレイヤ 3 オーバーレイの仮想ルーティング/フォワーディング インスタンスにマッピングされる一

方、レイヤ 2 VNI は VLAN ブロードキャスト ドメインにマッピングされます。いずれも個別の仮想ネット

ワークでデータ プレーンとコントロール プレーンを分離するメカニズムです。SGT はユーザのグループ 

メンバーシップ情報を伝達し、仮想ネットワーク内でデータ プレーンのセグメンテーションを実現します。 

https://tools.ietf.org/html/draft-smith-vxlan-group-policy-04
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RFC 6830 およびその他の RFC は、LISP をネットワーク アーキテクチャとして、また IP アドレッシング

とフォワーディング用の新しいセマンティックを実装するプロトコルのセットとして定義しています。従来の 

IP ネットワークでは、ルータ上のサブネット割り当ての一環として、エンドポイントとその物理的な場所を

特定するために IP アドレスが使用されていました。LISP 対応のネットワークでは、デバイスのエンドポ

イント ID として IP アドレスまたは MAC アドレスが使用され、追加の IP アドレスが、デバイスの物理的

な場所を表す RLOC（通常は EID が付加されるルータのループバック アドレス）として使用されます。

EID と RLOC を組み合わせることで、トラフィック転送に必要な情報が得られます。RLOC アドレスはア

ンダーレイ ルーティング ドメインの一部であり、EID は場所に関わらず割り当てることができます。 

LISP アーキテクチャでは、EID を保管して RLOC に解決するマッピング システムが必要になります。こ

れは、DNS を使用してホスト名の IP アドレスを解決するのに似ています。EID プレフィックス（/32「ホス

ト」マスクの IPv4 アドレスまたは MAC アドレスのいずれか）が、関連付けられた RLOC と合わせてマッ

プ サーバに登録されます。EID にトラフィックを送信する場合は、送信元の RLOC がマッピング システ

ムにクエリを行い、トラフィックのカプセル化のために宛先 RLOC を特定します。DNS と同様に、ローカ

ル ノードにはネットワークに関する詳細な情報がなく、ローカル ホストが通信に必要な情報のみ要求し

ます（プル モデル）。取得された情報は効率化のためにキャッシュされます。 

SD-Access にファブリックを導入する場合、LISP と VXLAN について完全に理解する必要はありませ

んが、これらのテクノロジーが導入目標にどのように役立つかを理解することは有益です。LISP アーキ

テクチャには次のような利点があります。 

 ネットワーク仮想化：LISP インスタンス ID は、VRF トポロジの独立性を維持するために使用し

ます。データ プレーンの観点では、LISP インスタンス ID は VNI にマッピングされます。 

 サブネットの拡張：1 つのサブネットを複数の RLOC に存在するように拡張することができま

す。EID と RLOC を分離することで、異なる RLOC にサブネットを拡張できるようになります。

LISP アーキテクチャでは、RLOC はレイヤ 3 ネットワークで EID トラフィックをカプセル化する

ために使用します。複数の RLOC でエニーキャスト ゲートウェイを使用できるため、クライアン

トが拡張サブネットを通じて別の物理接続ポイントに移行した場合でも、EID クライアント設定

（IP アドレス、サブネット、ゲートウェイ）は変更されません。 

 小規模なルーティング テーブル：グローバル ルーティング テーブルで到達できる必要があるの

は RLOC だけです。ローカル EID はローカル ノードでキャッシュされ、リモート EID は対話型の

学習によって取得されます。対話型学習は、ノードを通じて通信を行うエンドポイントだけを使用

して転送テーブルに入力するプロセスです。転送テーブルを効率的に使用することができます。 
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付録 B：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 

AP：アクセス ポイント 

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

CAPWAP：Control and Provisioning of Wireless Access Points プロトコル 

CMD：Cisco メタデータ 

DNA：Cisco Digital Network Architecture 

DMZ：緩衝地帯 

EID：エンドポイント ID 

HTDB：ホスト トラッキング データベース 

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） 

MR：マップ リゾルバ 

MS：マップ サーバ 

MTU：最大伝送ユニット 

RLOC：ルーティング ロケータ 

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） 

SXP：Scalable Group Tag 交換プロトコル 

VLAN：仮想ローカル エリア ネットワーク 

VN：仮想ネットワーク 
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VNI：仮想拡張 LAN ネットワーク ID 

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

VXLAN：仮想拡張 LAN 

 


