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Q&A
Cisco NAC アプライアンス

位置付け

Q. Cisco® NAC アプライアンスとは何ですか。

A. Cisco NAC アプライアンス （Clean Access） は、 ネッ ト ワーク管理者がユーザにネッ ト ワー

クへの接続を許可する前に、有線および無線経由のユーザ、 リモートのユーザおよびそのマ

シンを認証、 承認、 評価、 感染修復する製品です。 ノート  PC、 IP 電話、 PDA、 プ リ ンタな

どのネッ ト ワーク  デバイスが組織のセキュ リティ  ポ リシーに適合しているかど うかを識別

し、 脆弱性があれば、 ネッ ト ワークへのアクセスを許可する前に修復します。

Q. なぜ組織には Cisco NAC アプライアンスが必要なのでし ょ うか。

A. ネッ ト ワーク  セキュ リティにとって悪意のない脅威のうち最も大きなものは、 エンド  ユー

ザです。ネッ ト ワークに接続されるすべてのエンドポイン トには、脅威を持ち込む可能性が

あ り ます。 そのため、 ユーザが自分のマシンを企業のセキュ リ テ ィ  ポ リ シーに準拠させて

おく必要性は、 ますます高まっています。 Cisco NAC アプライアンスでは、 確実にセキュ リ

テ ィ  ポ リ シーに準拠させるためにネッ ト ワークへのアクセスをインセンティブと して使用

し、 準拠していないマシンにはネッ ト ワークの機能によって必要条件が提示されます。

Q. Cisco NAC アプライアンスと  Network Admission Control（NAC; ネッ トワーク  アド ミ ッシ ョ

ン コン ト ロール） の関係を教えて ください。

A. Cisco NAC アプライアンスは、 業界を リードするシスコの NAC イニシアティブを実現する

業界アライアンスであ り、 有力なソ リ ューシ ョ ンです。 Cisco NAC アプライアンスは、 ポ リ

シーに準拠していないマシンや不正なユーザによるセキュ リ テ ィ上の脅威を緩和する包括

的な導入を可能にします。 Cisco NAC アプライアンスは、規格が現在よ り も広まった段階で

複数のベンダーから構成される  NAC ソ リ ューシ ョ ンを導入しよ う とするお客様も含めて、

ほとんどのお客様に適しています。

Q. Cisco NAC アプライアンスと、 多くのアンチウイルス ベンダーが提供している製品との違

いは何ですか。

A. 最近、 アンチウイルス  ベンダー （AV ベンダー） などのデスク ト ップ セキュ リティの会社

は、個別のエンドポイン トにポ リシーを適用するソ リ ューシ ョ ンを発表しました。Cisco NAC
アプライアンスは、 これら とは異なり ます。 Cisco NAC アプライアンスは、 ポ リシー適用の

全ライフサイクル （認証、 ポスチャ評価、 ネッ ト ワーク検疫、 感染修復） を扱います。 この

よ うな堅牢で統合された機能をシスコシステムズが提供できるのは、 NAC アプライアンス

がポ リ シーの適用に個別のエンドポイン トではなくネッ ト ワークを使用しているためです。

そのため、 シスコの NAC ソ リ ューシ ョ ンの方が効果的で、 エンドポイン トベースの方法よ

り もはるかにスムーズにネッ ト ワーク  ファブリ ッ ク と統合するこ とができます。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 LAN ユーザ専用ですか。 リモート  アクセス ユーザにポリ

シーを適用するために、 別に製品が必要でし ょ うか。

A. Cisco NAC アプライアンスは、接続を試みるすべてのデバイスに対して、デバイスの所有者、

アクセス方法、 OS に関係なく統一的なポ リシーを適用します。 NAC アプライアンスを 1 台
用意するだけで、 LAN、 WLAN、 VPN、 WAN を経由して接続する全デバイスにポ リシーを

適用するこ とができます。
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Q. Cisco NAC アプライアンスと  Cisco Security Agent は一緒に使えますか。

A. Cisco Security Agent は各エンドポイン トに常駐して、 ホス ト侵入防御テク ノ ロジーによって

Day Zero 攻撃からエンドポイン ト を保護します。 Cisco NAC アプライアンスはセキュ リティ

ポ リ シーの適用を目的と しており、各エンドポイン トにアクセスを許可する前に、 エンドポ

イン トがセキュ リ ティ  ポ リシーの必要条件を満たしているかど うかを確認します。2 つのソ

リ ューシ ョ ンは、連携して動作するこ とができます。Cisco NAC アプライアンスによ り、Cisco
Security Agent をエンドポイン ト  デバイスで確実に動作させるこ とができます。

Q. Cisco NAC アプライアンスのユーザはどのく らいいますか。どのような企業が使用している

のでし ょ うか。

A. 2006 年 3 月の時点で、Cisco NAC アプライアンスは世界中の 600 のお客様に使用されていま

す。 金融サービス、 テレコ ミ ュニケーシ ョ ン、 メディア、 エネルギー、 医療機関、 教育分野

などの企業でお使いいただいています。 導入企業は、 85 ユーザの小規模企業から、 63,000
ユーザの大企業までさまざまです。

Cisco NAC アプライアンスのコンポーネン ト

Q. Cisco NAC アプライアンスのコンポーネン ト を教えて ください。

A. Cisco NAC アプライアンスは、 3 つのコンポーネン トから構成されています。 Cisco Clean
Access Server （「サーバ」）、 Cisco Clean Access Manager （「マネージャ」）、 およびオプシ ョ ン

の Cisco Clean Access Agent （「エージェン ト 」） です。 製品の一部と して、 お客様には最新の

ルール セッ トおよびチェッ クの更新が随時提供されます。

Q. 導入には、どのコンポーネン トが必要ですか。Clean Access Agent は、接続クライアン ト数

ベースで販売されていますか。

A. 少なく と も  1 つのマネージャ と  1 つのサーバが必要です1 つのマネージャで複数のサーバを

管理するこ とができます。 エージェン トは無料で提供されており、接続ク ライアン ト数ベー

スでは販売されていません。

Q. Cisco NAC アプライアンス導入のサイズは、 どのようにして決定すればよいでし ょ うか。

A. 必要なサーバの数と タイプは、同時にオンラインになるユーザの数と、使用する場所の数に

よって決ま り ます。 次に、 サーバの数によ り、 必要なマネージャのタイプが決ま り ます。

Q. 新しい更新や脆弱性リストなどを受け取るために、 継続的な費用が発生しますか。

A. シスコの有効なサポート契約をお持ちのお客様の場合、更新は現在のメンテナンス  コス トに

含まれています。

Q. 「フ ェールオーバー バンドル」 とは何ですか。 どのように使用するものでし ょ うか。

A. フェールオーバー バンドルには、 2 つのサーバと  2 つのマネージャが含まれています。 これ

によ り、実稼働サーバに問題が発生した場合に備えた冗長構成が可能になり ます。シスコは、

すべての NAC アプライアンス製品にフェールオーバーを含めるこ とをお勧めしています。

Q. 小規模のインストールでもマネージャとサーバの両方が必要ですか。

A. はい。 すべてのインス トールで、 両方のコンポーネン トが必要です。 小規模のお客様に対し

ては、 サーバのサポートが 3 つに制限されている 「Manager Lite」 オプシ ョ ンをお勧めしま

す。 サーバが対応しているユーザの規模には、 100、 250、 500、 1500、 2500があ り ます。
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Cisco NAC アプライアンスの動作 ： 全体

Q. Cisco NAC アプライアンスはどのように動作しますか。

A. デバイスがネッ ト ワークにログオンしよ う とする と、 Cisco NAC アプライアンスは、 ポ リ

シーに準拠しているマシンの MAC アドレスおよび IPアドレスが含まれている承認済みデバ

イス  リ ス ト を参照し、 リ ス トに存在しないマシンの場合はスキャンを実行します。脆弱性が

発見される と、Cisco NAC アプライアンスはそのマシンを検疫エリ アにリダイレク ト します。

検疫エリ アでは、 マシンを更新するために必要なダウンロードのみが可能となっています。

その後、 再度マシンがスキャンされ、 ポ リシーへの準拠が確認されたら、 ネッ ト ワークへの

アクセスが承認されます。

Q. Cisco NA C アプライアンスは、 VPN 接続を使用しているリモートやブランチ オフ ィスの

ユーザにも有効ですか。

A. はい。 Cisco NAC アプライアンスは、 VPN コンセン ト レータ、 ダイヤルアップ サービス、

ルータなど、 他のレイヤ 3 ネッ ト ワーク  アクセス  デバイスの背後に導入するこ とができま

す。 Cisco NAC アプライアンスは新しい IPアドレスを検出する と、 認証、 評価、 感染修復と

いうプロセスを開始します。

Q. ポリシーに準拠しないマシンは、 どのようにブロックされるのですか。

A. Cisco NAC アプライアンスは、論理的手段と物理的手段のどちらかによってブロ ッ ク します。

インバンドでの導入の場合、Cisco NAC アプライアンスでは IP に依存せず、ポ リシーに準拠

しない無線および有線からのユーザによる接続を、 特定のサブネッ ト に制限した り、 非ブ

ロードキャス ト  マルチアクセスの ト ポロジを生成して仮想セグメンテーシ ョ ンを行う こ と

によって制限します。 アウ トオブバンドでの導入の場合、 Cisco NAC アプライアンスはポ リ

シーに準拠しないユーザをポート層でブロ ッ ク し、 インスペクシ ョ ンに合格するまでネッ ト

ワークへのアクセスを阻止します。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、過去にアクセスして確認済みのシステムであっても、アクセ

スを試みるすべてのシステムをチェ ックしますか。

A. いいえ。Cisco NAC アプライアンスは、承認済みデバイス  リ ス ト とい う概念を採用していま

す。これは、承認済みデバイス  リ ス トに含まれていないホス トだけをチェッ クする という も

のです。 管理者はセッシ ョ ン タイマーを使用して、 新し く表れた脆弱性や既存のセキュ リ

ティ  ポ リ シーに基づいたネッ ト ワーク  スキャンのためのリ ス ト を更新する頻度を設定でき

ます。

Q. Cisco NAC アプライアンスには、エンドユーザのコンピュータに対する管理者権限が必要で

すか。

A. Cisco NAC アプライアンスのネッ ト ワーク  スキャニング コンポーネン トは、 管理者権限を

必要と しません。 エージェン ト インス トールする際には、 管理者権限またはパワーユーザ権

限が必要です。 このと き、今後のエージェン ト更新には管理者権限もパワーユーザ権限も必

要と しな くなる機能が組み込まれます。

Q. Cisco NA C アプライアンスは 「チ ョークポイン ト」 ベースですか。 つまり、 すべてのト ラ

フ ィ ッ クが Cisco NAC アプライアンスを通過する必要がありますか。

A. シスコは、Cisco NAC アプライアンスをインバンド  バージ ョ ンとアウ トオブバンド  バージ ョ

ンの両方で提供しています。 アウ トオブバンド  バージ ョ ンでは、 NAC アプライアンスはス

イ ッチとの通信によって、アクセスを試みるデバイスを許可または検疫するかど うかを決定

します。 インバンド、アウ トオブバンド、 または両者の組み合わせのうち、 どれが必要かは、

お客様のネッ ト ワークの条件によって決ま り ます。
2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 8



All contents are Copyright © 1992-

Q&A
Q. インバンド とアウトオブバンドのどちらが優れているのですか。

A. それは、 お客様のニーズによって異なり ます。 Cisco NAC アプライアンスを使用する と、 具

体的な要件に応じてユーザがインバンド とアウ ト オブバンドのどちらでも接続できる柔軟

性が提供されます （表 1）。

表 1. Cisco NAC アプライアンスのインバンド  バージョ ンとアウトオブバンド  バージ ョ ン

Q. Cisco NAC アプライアンスをアウトオブバンドで導入した場合、アクセスはどのようにして

阻止されるのですか。

A. アウ トオブバンド  ソ リ ューシ ョ ンの場合、Cisco NAC アプライアンスはポ リシーに準拠して

いないコンピュータを認証/検疫 VLAN に収容するこ とによ り、 アクセスをポート  レベルで

阻止します。

Q. アウトオブバンド  モードで導入した場合に Cisco  NAC アプライアンスがサポートするス

イッチを教えて ください。

A. Cisco NAC アプライアンスは、 現在、 数多くのシスコ製スイ ッチをサポート しています。 最

新の リ ス ト は、 http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_release_notes_list.html にある

新しい Cisco NAC アプライアンスのリ リース  ノートに記載されています。

Q. インバンド  モードで導入した Cisco NAC アプライアンスは、 ロールベースの VLAN 再タグ

付けを実行できますか。

A. はい。 Cisco NAC アプライアンスは、 ネッ ト ワークの信頼できる側にあるユーザを、 ユーザ

のロールに基づいて 1 つの VLAN から別の VLAN に再タグ付けするこ とができます。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 アクセス層にシスコ製のデバイスが必要ですか。

A. いいえ。

Q. ネッ トワーク上のコンピュータに 1 週間に 1 回しか電源を投入しない場合、 どうなります

か。

A. 管理者は、 非アクテ ィブなマシンがログオフされる時間と して、 非アクテ ィブ用のハート

ビート時間を設定できます。 ユーザのセッシ ョ ン時間を制限する方法は、 この他にもいくつ

かあ り ます。

Q. ユーザが静的 IP アドレスでネッ トワークにアクセスし、 そのアドレスが承認済みのアドレ

スと重複する場合、 どうなりますか。

A. 実際のユーザ認証は、 MAC アドレスに基づいて行われます。 ユーザが IP アドレスをスプー

フする と、 その ト ラフ ィ ッ クは廃棄されます。

インバンド アウトオブバンド

長所 • スイ ッチ / ルータのプラ ッ ト フォームに依存し

ない

• スイ ッチ/ルータのバージ ョ ンに依存しない

• 有線と無線のネッ ト ワーク両方に適している

• ネッ ト ワーク  アクセスを完全に制御できる

• 帯域管理の制御 

• 検疫中のト ラフ ィ ッ クのみインライン

• 検疫中の ト ラ フ ィ ッ クに対し ては全面的な

ネッ ト ワーク  アクセス制御

• 簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル （SNMP） を

使用したスイ ッチ制御

• ポートベースまたはロールベースの VLAN 割
り当て

• 有線ネッ ト ワークに適している

短所 • インライン依存

• スイ ッチ ポート  レベルの制御がない 
• ス イ ッチのプラ ッ ト フォーム とバージ ョ ンに

依存する

• 感染修復の後で帯域管理の制御が制限される
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Cisco NAC アプライアンスの動作 ： 認証と承認

Q. なぜ認証はネッ トワーク  アド ミ ッシ ョ ン コン ト ロールの重要な部分なのですか。

A. 認証を行わないと、管理者は、 アクセスを試みるデバイスに対する制御能力を大き く損な う

こ とにな り ます。 認証によ り、 管理者はさまざまなタ イプのユーザに対して適用するポ リ

シーを決定した り、 特定の場所へのアクセスを適切なロールだけに限定する こ とによって

データの機密性を確保したり、認証済みのデバイスを不正なユーザが乗っ取るのを防いだり

するこ とができます。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 シングル サインオンをサポート していますか。

A. シングル サインオンは、リモート アクセス /VPN ユーザ、無線ユーザ、および Windows Active
Directory ユーザに対してサポート されています。 ユーザがクレデンシャルを  VPN ク ライア

ン ト、 ワイヤレス認証画面、 または Windows のログイン プロンプ トに入力する と、 マシン

がポ リ シーに準拠しているかど うかの評価のために同じ クレデンシャルを再入力する必要

はあ り ません。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 どのような形態の認証をサポート していますか。

A. RADIUS、 LDAP （Lightweight Directory Access Protocol）、 Kerberos、 Windows NT など、 主な

認証はほとんどサポート しています。 Cisco NAC アプライアンスは認証プロキシと して機能

するため、 認証データベース と同期したり、 それを複製する必要はあ り ません。

Q. Cisco NAC アプライアンスは Cisco SecureAccess Control Server （ACS） と共に使用でき

ますか。

A. はい。 Cisco NAC アプライアンスは、 RADIUS を使用する  Cisco Secure ACS と共に使用でき

ます。Cisco NAC アプライアンスは、詳細な RADIUS アカウンティングとフェールオーバー

のサポート も備えています。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 認証に 802.1x を使用しますか。

A. Cisco NAC アプライアンスは、 認証に 802.1x を必要と しません。 したがって、 Cisco NAC ア
プライアンスは非 802.1x 環境にも導入できます。

Cisco NAC アプライアンスの動作 ： スキャンおよび評価

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 どのような種類のスキャンを行いますか。

A. Cisco NAC アプライアンスは、 ネッ ト ワークベースおよびエージェン トベースのスキャンを

行います。 ネッ ト ワークベースのスキャンでは、 リモート  プロシージャ  コール （RPC） の

バッファ  オーバーフローやメ ッセンジャーのバッファ  オーバーフローなど、 ネッ ト ワーク

の脆弱性が検索されます。エージェン トベースのスキャンでは、ユーザのシステム レジス ト

リ、 ファ イル システム、 および特定のサービスおよびアプリ ケーシ ョ ンのシステム  メモ リ

がチェッ ク されます。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 すでに承認済みデバイス リス トに置かれているユーザのデ

バイスを再度スキャンおよび評価できますか。

A. はい。管理者は、一定の時間が経過する と承認済みデバイス  リ ス ト上のすべてのユーザが再

スキャンされるよ うに設定できます。ほとんどのお客様は、1 日から  1 週間に 1 回の再スキャ

ンが必要です。 また、 ワームやウイルスの活動が活発なと きは、 管理者は手動で承認済みデ

バイス  リ ス ト を リセッ トするこ と もできます。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 MacOS、 Linux、 UNIX などが動作する Windows 以外のマシ

ンや PDA をスキャンおよび評価できますか。

A. はい。 Windows 以外のマシンおよび PDA も、 ネッ ト ワークベース  スキャンの対象になり ま

す。
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Q. Cisco NAC アプライアンスは、 IP 電話、 ネッ トワーク  プリンタ、 ゲーム機のコンソールな

ど、 ネッ トワーク接続されているコンピュータ以外のデバイスをサポート していますか。

A. はい。 Cisco NAC アプライアンスは MAC アドレスを持っているすべてのデバイスにセキュ

リティ  ポ リシーを適用できます。

Q. エンドユーザが個人的にインストールしたファイアウォールがネッ トワーク  スキャンをブ

ロックする場合は、 どうなりますか。

A. この場合、 スキャンを許可するよ うにポート をオープンするか、 ファ イアウォールを無効に

するか、引き続きファ イアウォールを有効にするかをエンドユーザが選択できます。 ファ イ

アウォールを有効にしたままの場合、 スキャンはタイムアウ ト します。 管理者は、 ネッ ト

ワーク  ポ リシーについてエンドユーザに知らせるなど、タイムアウ ト時に実行するアクシ ョ

ンを設定できます。

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 特定のアンチウイルス ソフ トウェア パッケージだけを検出

するのですか。

A. いいえ。Cisco NAC アプライアンスは、任意のアンチウイルス  ソフ ト ウェアを検出するよ う

に設定できる柔軟性を備えています。正確には、特定のアプリ ケーシ ョ ンおよびファイルを

検索するよ うに設定できます。 現在、 Cisco NAC アプライアンスにはほとんどの主なアンチ

ウ イルスおよびアンチスパイ  ソ フ ト ウ ェ アのベンダーによ る自動チェ ッ ク、 および

Microsoft によるアップデートがあらかじめパッケージ化されています。

Q. クライアン ト上でのスキャンには、 どれく らいの時間がかかりますか。

A. 実行にかかる時間は、 設定するポ リ シーの厳格さによって異な り ます。 一般的に、 ネッ ト

ワーク  スキャンにかかる時間は 5 秒から  60 秒で、 スキャンの頻度は構成オプシ ョ ンの 1 つ
です。 エージェン ト  スキャンは、 5 秒以内で終了します。

Q. ヘルプ デスクや管理者は、感染修復をサポートするために特定のユーザの結果を見ることが

できますか。

A. はい。 Cisco NAC アプライアンスには独立したヘルプ デスク  ビューおよび管理者ビューが

あ り、エンドユーザのマシンにおけるスキャン結果をモニタ リ ングできます。そのため、ユー

ザが感染修復の際に問題に直面した場合は、 スタ ッフがサポートするこ とができます。

Q. インターネッ ト上の新しい脅威や脆弱性に関して、Cisco NAC アプライアンスはどのように

して更新されますか。

A. シスコが Cisco NAC アプライアンスに対して定期的に自動ダウンロードを実行します。その

ため、 管理者がウ ィルス  シグネチャなどの動的なデータを手動で構成する必要はあ り ませ

ん。

Cisco NAC アプライアンスの動作 ： 検疫と感染修復

Q. Cisco NAC アプライアンスは、 どのようにして検疫を行いますか。

A. Cisco NAC アプライアンスが検疫を実現する方法は 2 つあり ます。 ポ リシーに準拠していな

いマシンにはアクセスが制限された特定のユーザ ロールを割り当てる方法と、ポ リ シーに準

拠していないマシンを VLAN または /30 サブネッ トに置く方法です。

Q. Cisco NA C アプライアンスは実際にクリーンな状態にするのですか、 それともマシンがク

リーンな状態に保たれるようにプログラムがインス トールおよび更新されていることを確

認するだけですか。

A. Windows のホッ ト フ ィ ッ クスが失敗した場合、 Cisco NAC アプライアンスは自動的に

Windows の自動更新ツールを起動します。Cisco NAC アプライアンスが感染または脆弱性を

検出する と、 修復ツール （Symantec の MyDoom Fix Tool など） がユーザに提示されるので、
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ユーザはネッ ト ワークにアクセスする前にそれを使用する必要があ り ます。 さ らに、 レジス

ト リ設定が検出された場合は、定められているセキュ リティ  ポ リシーにユーザのデバイスが

準拠するよ うに、 ソフ ト ウェアまたはスク リプ トのダウンロードが開始されるこ とがあ り ま

す。

Q. Cisco NAC アプライアンスには感染修復のシステムが含まれていますか。

A. はい。 感染修復システムは、 Cisco NAC アプライアンス製品の一部です。

Q. 顧客は、 Cisco NAC アプライアンスを通じてパッチやアップデート を展開できますか。

A. はい。 お客様は、 Cisco NAC アプライアンスを通じてパッチおよびアップデート をプロビ

ジ ョ ニングおよび展開できます。Cisco NAC アプライアンスは、重要な Windows アップデー

ト と、ほとんどの主なアンチウイルス  ベンダーによるアンチウイルス定義のアップデート を

サポートする更新メカニズムを備えています。

Q. Windows ベースのシステムが正規の登録をしておらず、 Windows アップデート をダウン

ロードできない場合はどうなりますか。

A. Cisco NAC アプライアンスは、 ローカルの Microsoft SUS サーバを使用して動作します。

Cisco NAC アプライアンスの動作 ： エージェン ト

Q. オプシ ョ ンのエージェン トの役割は何ですか。

A. エージェン トはオプシ ョ ンで、デバイス上のエージェン ト と して Cisco NAC アプライアンス

のスキャンおよび準拠のメカニズムを拡張します。

Q. クライアン ト側のエージェン トがある状態とない状態で、Cisco NAC アプライアンスを使用

した場合の主な違いは何ですか。

A. エージェン トは、デバイスのスキャンと感染修復の 2 つの機能領域を拡張します。 スキャン

では、 エージェン トによって Windows レジス ト リ、 ファ イル システム、 およびシステム メ
モ リ をスキャンしてセキュ リ テ ィ  ポ リ シーに準拠しているかど うかを識別するこ とが可能

にな り ます。 ポ リ シーには、 必要なソフ ト ウェア （アンチウイルスなど） のインス トール、

禁止されているプログラム （スパイウェアなど） の削除、 最新の OS パッチの日付などを含

めるこ とができます。 感染修復では、 エージェン トは 「ウ ィザード」 と して機能し、 マシン

をク リーンな状態にするプロセスを自動化し、 通常の Web ベースによる 「ク リ ッ ク」 操作

を不要にします。

Q. エージェン トがサポート されている OS を教えて ください。

A. 現在、現在、エージェン トがサポート しているのは、Windows XP Professional および Windows
2000 Professionalのみです。

Q. ユーザはエージェン ト をバイパスしたり無効にしたりできますか。

A. エージェン トは軽量で堅牢な読み取り専用のプログラムで、システム レジス ト リ、ファ イル

システム、 およびシステム メモ リ をスキャンします。 ネッ ト ワーク  アクセスのために必要

になった場合は、 ダウンロード して使用する必要があ り ます。 ユーザがエージェン ト を無効

にする と、 次にネッ ト ワークにログオンしたと きに再度インス トールが強制されます。
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Q&A
導入の際の考慮事項

Q. お客様に導入を勧める際の主な考慮点は何でし ょ うか。

A. お客様が必要とするソ リ ューシ ョ ンを判断するには、 以下の 4 つについて考慮します。

• お客様は、 インバンド とアウ ト オブバン ドのどちらのソ リ ューシ ョ ンを必要と している

か。

• お客様は、エージェン ト  ベースとエージェン ト なしのどちらのソ リ ューシ ョ ンを必要と し

ているか。

• お客様は、 バーチャル ゲート ウェイ と リ アル IP/NAT （Network Address Translation） ゲー

ト ウェイのどちらを必要と しているか。

• お客様は、 エッジ層、 ディ ス ト リ ビューシ ョ ン層、 またはコアの う ち、 どこにソ リ ュー

シ ョ ンを導入する必要があるか。

詳細については、 http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_installation_guides_list.html （英

文） にある  Cisco NAC アプライアンスのドキュ メン ト を参照してください。

Q. 使用しているネッ トワークは典型的なスター型で、 ルータは中央に置かれています。 Cisco
NAC アプライアンスは、 ネッ トワークのすべての 「脚」 部分に必要でし ょ うか。

A. Cisco NAC アプライアンスは 802.1q ト ランキングをサポート しているため、 ト ランク  ポー

トで脚の部分を構成するこ とによ り、着信ト ラフ ィ ッ クをサーバ経由で送信できます。その

ため、 Cisco NAC アプライアンスを中央集中型で導入できます。

Q. Cisco NAC アプライアンスと ともに使用できるブラウザを教えて ください。

A. Cisco NAC アプライアンスは、 SSL （Secure Sockets Layer） をサポートするすべてのブラウ

ザと と もに使用できます。

Q. Cisco NAC アプライアンスの設定とインストールにかかる平均的な時間はどのく らいです

か。

A. インス トールは 1 日だけで終了するこ と も、 5 日間かかるこ と もあ り ます。

Q. Cisco NAC アプライアンスがサポート可能な規模は、 ユーザ数にしてどのく らいですか。

A. 現在、 Cisco NAC アプライアンスの最大の導入は 63,000 ユーザです。 Cisco NAC アプライア

ンス導入の平均的なユーザ数は、 約 8,500 ユーザです。

Q. Cisco NAC アプライアンスがサポートする  VLAN の数はいくつですか。

A. 論理的には、Cisco NAC アプライアンスがサポートする  VLAN の数に上限はあ り ません。現

実的には、 1 つのサーバに 60 のサブネッ ト と して導入を計画して ください。

関連情報

Cisco NAC アプライアンスの詳細については、 http://www.cisco.com/jp/nac/appliance を参照してく

ださい。
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