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• オープン 
• 自動化 
• オーバーレイ  
• アプリケーション対応  
• セキュリティ 

SDN プラットフォーム 

API 

オープン プロトコル（ベンダ独自拡張も含む） 

アプリケーション セキュリティ、サービス 
負荷分散… 

SDN時代のキーワード 

物理ネットワーク 



企業向け：三種類のコントローラ 

コントローラ 

API 

オープン プロトコル（ベンダ独自拡張も含む） 

アプリケーション セキュリティ、サービス 
負荷分散… 

1. Prime Infrastructure (PI) 
 

2. Identity Services Engine(ISE) 
 

3. APIC Enterprise Module (APIC-EM) 



企業向けコントローラの比較 
既存製品のSDN化と新製品開発 

製品 特徴 主な対象 上位API 

Prime Infrastructure ネットワーク機能の制御、管理 
（例）AclやVlanといった 
IOSコンフィグレーション 

ルータ、スイッチ、ワイヤレス REST-API 

Identity Service Engine セキュリティ グループの制御・管理 
（例）既存のAclやVlanを利用せずに
物理LAN上で仮想グループ制御 

ルータ、スイッチ、ワイヤレス REST-API 

APIC Enterprise Module インテント ポリシーの制御、管理 
（例）どのユーザ（IP）に対し、どのよう
な処理（Permit/Deny）を行うか 

ルータ、スイッチ、ワイヤレス REST-API 

*インテント（Intent） ... ネットワーク管理者またはユーザが、「意図・目的」をコントローラに渡す
と、コントローラがそれを解釈、判断し、適切な機能をネットワークに対して実行すること 

APIC 
EM 



APIC-EM 
How: 

基本的に自動 

In 

Out 

IT管理者 
(What) 

PI/ISE 
How: 

ISRやASR, 
Catalystの箇所、

設定内容 

In 

Out 

IT管理者 
(How) 

GigabitEthernet1/0/3 
   ip access-group SamplePolicy in 
ip access-list extended SamplePolicy 
   deny ip host 40.0.0.14 host 40.0.0.12 
   permit ip any any 

インテント ポリシーが目指す世界 

望ましいネットワーク基盤 

IT管理者 
(What) 

• 「意図・目的」をコントローラに渡すと、コントローラがそれを
解釈、判断し、適切な機能をネットワークに対して実行 

• 多様なアプリケーションとネットワークが連携しやすくなる 

実行したいこと 



connection = httplib.HTTPSConnection('10.71.130.52', 443, timeout = 30) 
headers = {"Content-Type":"application/json"} 
 
# Body 
 
body = { 
        "policyName": “SamplePolicyForInterop”, 
        "policyOwner": "admin", 
        "networkUser": { 
            "userIdentifiers": [ 
                “KazumasaIkuta” 
            ] 
        }, 
        "state": "Active", 
       # "scope": "Tokyo-HQ-LAN", 
        "actions": [ 
            "DENY" 
        ] 
} 
 
connection.request('POST', '/api/v0/policy/', json.dumps(body), headers) 

インテントポリシーの例 



CUCM 
動的なポリシー
管理アプリケー

ション 

APIC 
EM 

Jabber クライアント 

Jabber クライアント 

Cisco UC Manager 

• ビデオ コールが発生 
 

• CUCMはAPIC-EMにポリシー
セットアップを要求 
 

• QoSポリシーがネットワーク機器
で有効化される 
 

• QoSポリシーはコール終了後、 
消去される 

アプリケーションによるネットワーク ポリシー操作 
Jabber オーディオ ビデオ対応ユース ケース 



関西支社 

SourceFire  
ディフェンス センター 

ISR SourceFire 
センサーノード 

X 

  

1. 支社端末がマルウェア攻撃の対象に 
 

2. SourceFireセンサーが脅威を検出 
 

3. SourceFireディフェンス センターが 
APIC-EMに通知 
 

4. APIC-EMが端末が繋がっているアクセス 
スイッチのポートに対して隔離ポリシーを 
割り当て 
 

5. エンド ポイント ホストを隔離 

 
WAN 

ISR 

 
インターネット 

HQ 

マルウェアによる攻撃 

ディフェンス センターへ
通知!!!! 

コントローラへ通知 

被害を押さえるための
ポリシーを発行 

ホストを隔離 

SourceFire 
センサーノード 

東北支社 

APIC 
EM 

アプリケーションによるネットワーク ポリシー操作 
動的なネットワーク セキュリティ ユース ケース 



APIC-EM トポロジー マップ 
無線LAN/有線LAN、L1/L2/L3に対応 



APIC-EM GUIでのパストレース 
無線LAN/有線LANに対応 



 
Application Policy Infrastructure Controller (APIC) – Enterprise Module (EM) 

企業向けエラスティック プラットフォーム（クラスタ） 

企業向けSDNコントローラ モデル 

機能設定 アプリケーション 

アプリケーショ
ン開発 

ポリシー アプリケーション 

IWAN LAN ワイヤレス .
. 

コラボレー
ション QoS セキュリ

ティ 
.
. アプリケーショ

ン開発 

機能制御 ビジネス ポリシー（ACI） 

Prime Infrastructure 

APIC 
EM 

APIC 
EM 
APP ISE 

 
Identity 
Service 
Engine 

機能API 

ポリシーAPI 

無線LAN、有線LAN、ファイアウォールなど 



 
Application Policy Infrastructure Controller (APIC) – Enterprise Module (EM) 

企業向けエラスティック プラットフォーム（クラスタ） 

企業向けSDNコントローラ モデル 

機能設定 アプリケーション 

アプリケーショ
ン開発 

ポリシー アプリケーション 

IWAN LAN ワイヤレス .
. 

コラボレー
ション QoS セキュリ

ティ 
.
. アプリケーショ

ン開発 

機能制御 ビジネス ポリシー（ACI） 

Prime Infrastructure 

APIC 
EM 

APIC 
EM 
APP ISE 

 
Identity 
Service 
Engine 

機能API 

ポリシーAPI 

無線LAN、有線LAN、ファイアウォールなど 

既存製品の
SDN化 

ACIビジョンに基

づく企業向け
SDN製品開発 
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