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http://dcloud.cisco.com

Cisco dCloud:

パートナー先

anyone  anywhere  anytime

お客様先, シスコ社内
打ち合わせ, イベント

様々な用途

サポート
検証済み

24x5 電話, ウェブサポート
ライブチャット

用意済みのスクリプト
すぐに利用可能

設定済み
任意の端末利用が可能

バーチャル
パートナー & シスコ社員が
アクセス可能
ブラウザベース
同時複数セッションが可能

カスタマイズ
管理者権限
カスタマイズ, ローカライズ, 
新規のスクリプト作成
保存, 共有, 再利用

dCloud 

Data Centers
Americas, 

APJC, EMEAR

お客様先

http://dcloud.cisco.com/


http://dcloud.cisco.com

dCloud は各ニーズに対応

• パートナーとシスコ社員向け

• デモスクリプトの用意

• カスタマイズ, ローカライズ, 共有
可能

• 任意の端末利用が可能

• BYOD: Bring Your Own Devices

PC端末から直接
（AnyConnect VPN）

VPNルータでローカル環境と接続

dCloud 

Data Centers
Americas, 

APJC, EMEAR

• バーチャルデスクトップ

• PC 上のローカルクライアント

• デモルームの構築

• ローカルのサーバ追加

• 様々な利用用途

http://dcloud.cisco.com/


http://dcloud.cisco.com

ローカルdCloud

ローカルのラボLAN

自由自在に

dCloudが、あなたのビジネスを助けます!

クラウド上の
第三者のコンテンツ

AMERICAS

EMEAR

APJC

GC

dCloud 

データセンター

第三者の
ローカル
コンテンツ

インターネット

http://www.cisco.com/go/demo


http://dcloud.cisco.com

 dCloud: dcloud.cisco.com

 Twitter: 
https://twitter.com/ciscodcloud

 サポート (英語のみ) : 

 電話: 1.800.GO-CISCO or 
1.408.853.1000 

 パートナー向け Web サポート: 
Support Net

dCloud demo ロードマップ
ダウンロードはこちら

各種リソース

日本語デモスクリプト
dcloudのトップページのHelp -> Localized Contents -> Cisco dCloud

content translated to Japanese

https://communities.cisco.com/docs/DOC-52558 (デモスクリプト)

https://communities.cisco.com/docs/DOC-63997 (ヘルプコンテンツ)

Cisco dCloudに関するQ&Aを以下のシスコサポートコミュニティにて、日本
語で受け付けております。

https://supportforums.cisco.com/ja/community/12255886/systemsengineering

dCloudがサポートしているエンドポイントルータ一覧

https://dcloud-cms.cisco.com/help/supported-routers-and-endpoints-japanese

Webinar資料及びレコーディングは、
こちら

http://dcloud.cisco.com/
http://dcloud.cisco.com/
https://twitter.com/ciscodcloud
http://tools.cisco.com/elearning/faqnet/faq/jsp/private/faqcontroller.jsp?action=alliance&module=ADMIN&appid=16862&elmtid=0
https://dcloud-cms.cisco.com/faqs/dcloud-roadmap
https://communities.cisco.com/docs/DOC-52558
https://communities.cisco.com/docs/DOC-63997
https://supportforums.cisco.com/ja/community/12255886/systemsengineering
https://dcloud-cms.cisco.com/help/supported-routers-and-endpoints-japanese
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12986571


エンタープライズネットワーク事業

システムズエンジニア 冲中恒雄

Cisco Prime Infrastructure 3.0
dCloud Webinar



お客様サイト

無線端末 インターネット

データセンター

お客様サイト

トラフィック集中

高トラフィック端末

電波干渉源

有線および無線LANの管理

ネットワーク管理者
複雑化した管理ポイント

誰が帯域を使っている？

電波干渉源？

ネットワーク トポロジ？

ネット利用率や内訳？

アラート？
装置の設定？

無線の問題？

有線の問題？



見える化構成管理

インベントリ

アラート

状態

トラフィック

ユーザ

ネットワーク
トポロジ

無線品質

Cisco Prime Infrastructure

設定情報

WirelessISR ASR Catalyst, Nexus

日本語GUIによる有線・無線LAN統合管理システム



 運用管理の効率化が求められる要件

 Cisco Prime Infrastructure概要

 製品紹介

 dCloudシナリオ紹介

 デモ

Agenda



視点が違う。しかし両方が求められる要件
～DevOps vs. これまでのIT

IoTデバイス/クラウド

インターネット
企業ネットワーク

企業ネットワーク
プラットフォーム

システム開発者

ネットワーク管理者
（これまでのIT）

自動化、
即時性を
求める

安定性・
効率性を
求める

システム開発
開発者（ソフトウェア、アプリ）

 イノベーションの出発点

従来型IT
ネットワーク管理者

安定性、効率性を求める



Cisco Digital Network Architecture
- Digital Ready Network対応

オープン
API

ネットワーク
機能
仮想化

ポリシー

クラウド

アナリティ
クス

コントローラー

オーバーレイ

Open

Flow

オープン
コンピュート

標準

自動化
抽象化とコアからエッジまでの

ポリシー制御

オープン＆プログラム可能 | 標準ベース

オープンAPI | 開発者環境

クラウド サービスの管理
ポリシー | オーケストレーション

仮想化
物理＆仮想インフラストラクチャ | アプリ ホスティング

アナリティクス

ネットワーク データ、
コンテキストに応じたインサイト

ネットワーク対応アプリケーション

Cloud Enabled | Software Consumption Model
シスコ デジタル ネットワーク アーキテクチャ (Cisco DNA)

オープン | 拡張可能 | ソフトウェア主導

クラウドの有効化 | サービスの提供



デジタル化の加速に求められる要件

成功するデジタル
プロジェクトは30%のみ

より迅速な
イノベーション

運用コストは
設備投資の2～3倍

コストと複雑さの削減

デジタル化の加速には、ITのシンプル化が鍵

脅威の検出に80日、
解決に120日

低リスク＆
コンプライアンス順守

自動化 セキュリティ稼げるIT投資

 ビジネスアプリ開発
 クラウド vs. オンプレミス
 持続性・信頼性

 SDN/迅速性
 NFV/WAN仮想化
 SD-LAN/LAN仮想化

 データ分析+検知
 出入口+エンドデバイス検知
 感染デバイスの無害化



エンタープライズネットワークの運用管理における課題

• 有線：ルータ、スイッチ
• 無線：アクセスポイント、
コントローラ

• ユーザ：スマートフォン、
タブレット

• 無線トラフィック
• VLANセグメント
• クラウドサービス

ネットワーク機器の高機能化
• トラフィック見える化
• 無線やセキュリティ

デバイスの増加
トラフィックの
増加と複雑化

設定の複雑化

デバイスの増加に伴うトラフィックや設定の複雑化



運用管理の効率化に必要な要素

• 機器の数や割合
• 機器のインベントリ
• 動作しているIOS

• ユーザ端末の数や割合

• 流れるトラフィック動向
• L2: VLANセグメント
• L3: ルーティング

• 動作している設定
• 設定変更の内容や履歴
• 設定変更の簡素化

デバイスの増加
トラフィックの
増加と複雑化

設定の複雑化

 様々な情報の見える化(把握)

 必要な項目で自動化



自動化と見える化による効率化
SDNコントローラで実現

ネットワーク管理者

運用管理の効率化
• 日常の運用管理作業時間の短縮
• 動的なサービスの追加および削除

自動化

コアからエッジまでの
抽象化とポリシー制御

見える化(分析)

ネットワークデータ
コンテキスト情報

 システム投資と運用コストの最適化
• アプリケーション連携コストの削減
• 運用コスト削減

 将来の付加価値、サービス
• 新しい収益機会

APIC-EM

Prime Infrastructure

REST-API

本社 支社

工場



Cisco Prime Infrastructure概要



Prime Infrastructure APIC-EM

シンプルな運用を実現するコントローラ
• 自動化のためのオープンな上位API(RESTful API)

• 既存機器/技術とSDNのいいとこ取り
• 無線LANおよび有線LANに対応
• 開発を必須としない、検証済みパッケージ製品

従来の管理を効率化

ネットワーク中心
• CLI アクセスによる機能設定

• 機能レベルのモニタリングと
トラブルシューティング

• 履歴を含む記録システム

ポリシー ベースの管理

アプリケーション中心
• ネットワークポリシー適用

• トラブルシューティング

• ネットワークデータベース



Prime Infrastructureを利用した見える化

日々の運用簡素化やトラブルシュートの材料として活用

ユーザ
• タブレットやPC情報のアクセス履歴を保存
• ユーザ名やMacアドレスによる検索

ネットワーク機器
• 機器の種別、シリアル番号といった構成管理
• CPUやメモリ、インターフェイスの使用率

トラフィック
• ネットワーク上に流れるトラフィック情報
• 誰が？いつ？どんな？どこに？

設定情報
• 定期的または変更時に自動取得、世代管理
• 世代管理された設定情報を差分表示

トポロジ
• 管理機器の物理接続情報
• トポロジ上にアラート等問題点を表示

無線LAN品質
• 無線LANの電波状況
• 干渉源の特定や不正電波の検知



ネットワーク機器の見える化
構成管理から状態管理

機器の情報

SFP単位のインベントリ



設定情報の見える化
世代管理や差分比較

設定情報を世代管理

指定した設定情報の差分比較



ユーザの見える化
接続されたユーザ履歴を保存

ユーザに紐づく端末一覧

接続履歴



無線LAN品質の見える化
干渉源や電波品質を把握

・緑：良好
・黄：問題あり
・赤：悪い
・白：電波未到達

AP

・赤：電波強い
・青：電波弱い
・白：電波未到達不正AP

干渉源端末

電波の見える化

電波品質の見える化



運用の効率化
自動化を取り入れた運用

 設定変更の依頼が頻繁…
• どの機器に設定変更？
• コマンドは？？

 設定変更の自動化…
• 業務への影響を考慮して設定

変更はいつも深夜作業

設定変更手順例
1. 設定変更内容をコマンドへ変換
2. コマンドを確認
3. 設定変更対象となる機器の設

定情報を確認
4. 機器へ個別のログイン
5. コマンドの手入力

単発的な設定変更
• 部署移動に伴う席移動、席に届いている有線ポートのVLAN変更が必要
• 新たなセキュリティ要件で、アクセスコントロール(ACL)を強化追加したい

定期的な設定変更
• 会議室のポートは業務時間のみ利用可能にしたい
• 現在動作している設定情報と起動時の設定情報に差分がないようセーブ



設定情報変更の自動化
雛形を利用した設定の投入

コマンド不要の
設定変更

投入のスケジュール化

• 雛形は組込で多数用意
• 作りこみにより、手入力に
よる設定ミスを削減



アプリケーションN

アプリケーション2

Prime Infrastructure – 機能制御コントローラー
ネットワーク機能や装置情報を制御

お客様の
ウェブサイト

Prime Infrastructure

コントローラ

LAN/WAN

PIサポート機器へ
コマンドラインまたはHTTPアクセス
インターフェイス/VLAN, 無線端末, …

アプリケーション1

HTTPS

(REST-API)

REST-

API

Web GUI

HTTP/HTTPS
PIが保持するネットワーク情報：
無線・有線、サービス性能、端末…

アプリケーション連携

ネットワーク技術者

設計書

ネットワーク管理者



目的に合わせた選択
設定変更の場合

IT管理者、
ITリーダー

ネットワーク
技術者

作業員、業者

ネットワーク基盤

実行したいこと

• ログイン
• 投入作業
• ログ取得

従来の管理 Prime Infrastructure APIC-EM

手動作業 自動化

雛形を利用
• 組込のGUI

• 上位アプリケーション

ポリシー配布の
自動化

• 組込のGUI

• 上位アプリケーション
※Easy QoS App

(2016夏予定)

• 機器特定
• バージョン情報

• コンフィグ
• 展開方法



製品情報



Cisco Prime Infrastructure製品情報

ハードウェア アプライアンス

有償のソフトウェア
(サーバは別途用意が必要)

 UCSベースのサーバ
※ソフトウェアはプリインストース

Express Express-

Plus

Standard Professi

onal

VMWare 

Version

ESXi

5.5 or 6.0

ESXi

5.5 or 6.0

ESXi

5.5 or 6.0

ESXi

5.5 or 6.0

V CPU 4 8 16 16

メモリ 12 GB 16 GB 16GB 24 GB

HDD 300 GB 600 GB 900 GB 1.2 TB

ディスク
IOPS

200 MB/s 200 MB/s 200 MB/s 320 MB/s

ソフトウェア アプライアンス



dCloudデモシナリオ



• シナリオ1: ダッシュボード

• シナリオ2: ネットワーク可視化

• シナリオ3: サービスの確認

• シナリオ4: 設定

• シナリオ5: レポート

• シナリオ6: 360エクスペリエンス

dCloudデモシナリオ



デモ



管理に必要な情報一覧

機器の登録、WLCの設定変更、テンプレート作成など

デバイス、クライアント、イベントなどの監視

トポロジ、MAPの表示など

レポートの表示、保存

PI のログイン権限、システム設定、メール設定など

機器情報、コンフィグ、ソフトウェア管理

MSE、ゲストユーザの登録、設定

クリックすると
左にメニューが
表示されます

アラーム表示GUI管理画面概要



メニュー アルファベット順
に機能表示

キーワード
で絞り込み
検索も可能

内容別に表示



機器登録に必要な情報
・ IP アドレス
・ SNMP

・ Telnet/SSH

（機器側で設定したもの）

管理対象ネットワーク機器の登録



管理ステータスでManaged となっていることを確認します

※WLC で管理状態にある AP は、WLC の登録で自動的に全て管理状態となります

管理ステータスの確認



本日お話したこと



本日お話したこと

ネットワーク機器、トポロジ、無線LAN品質
設定情報、ユーザ、トラフィック

見える化と自動化による運用管理の効率化

Cisco Prime Infrastructure





製品情報

Prime Infrastructure

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

有償のソフトウェア
(サーバは別途用意が必要)

 UCSベースのサーバ
※ソフトウェアはプリインストース

APIC-EM

無償のソフトウェア
(サーバは別途用意が必要)

 UCSベースのサーバ
※ソフトウェアはプリインストース



Thank you.


