
シスコNACアプライアンス
検疫ソリューション

組織のセキュリティ  コンプライアンスに添って P C の状態を検査しネットワークへの接続を制御
「失敗しない検疫ソリューション」でセキュリティ運用コストの課題とシステム導入リスクを解消

企業
ネットワーク

シスコのスイッチ、ルータ、
無線アクセス ポイント（L2）

NACサーバ
・ポリシー確認
・アクセス制御

NACマネージャ
・ポリシー管理
・ユーザ認証
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エージェント

現在お使いの
スイッチ、ルータ（L3）

大学のキャンパスやブランチ オフィスなど、高いネットワーク パフォーマ

ンスが必要で、ルーティングが多い環境（大規模な環境）で運用する場合

は、アウト オブ バンド構成（右図）での導入が適しています。高度なセ

キュリティ機能を備えている シスコCatalystスイッチなどと連携して、

ネットワークの入り口で検疫を実施してセキュリティ レベルを維持します。

インバンド構成とアウト オブ バンド構成は混在でき、それらを 1台の

NACマネージャで管理することが可能です。ポリシーを適用するセグメン

トを順次拡張して、より高いセキュリティを確保できます。

シスコNACアプライアンス
構成コンポーネント
NACサーバ
クライアントPCの状態を確認して、アクセス制御を行うアプライアンス

NACマネージャ
NACサーバのセキュリティ ポリシーを定義、管理する集中ポリシー管理
システム

NACゲスト サーバ（オプション）
ゲスト アクセス機能を提供するアプライアンス

シスコのスイッチと連携したアウト オブ バンド構成では
より大規模でパフォーマンスが求められる環境に対応

NACエージェント
クライアントPCの状態確認や自動復旧を支援するソフトウェア

NACプロファイラ（オプション）
NACコレクタが収集したデバイス情報を元にプロファイルを行い、アクセ
ス可否を動的に設定するアプライアンス

NACコレクタ ライセンス（オプション）
ネットワーク接続デバイスの情報を収集して、NACプロファイラに提供す
るNACサーバの追加機能

管理対象 NACサーバ数が将来 3または 20以上になる場合、あらかじめ対応している
NACマネージャを購入することをお勧めします。

管理対象NACサーバ数
3台まで

20台まで
40台まで

単品
NACMGR-3-K9

NACMGR-20-K9

NACMGR-40-K9

冗長バンドル
NACMGR-3FB-K9

NACMGR-20FB-K9

NACMGR-40FB-K9

NAC3310-GUEST-K9

ユーザ数
100 

250 

500 

1,500 

2,500 

3,500 

単品
NAC3310-100-K9

NAC3310-250-K9

NAC3310-500-K9

NAC3350-1500-K9

NAC3350-2500-K9

NAC3350-3500-K9

冗長バンドル
NAC3310-100FB-K9

NAC3310-250FB-K9

NAC3310-500FB-K9

NAC3350-1500FB-K9

NAC3350-2500FB-K9

NAC3350-3500FB-K9

管理対象 デバイス数
5,000台まで

40,000台まで

単品
NAC3310-PROF-K9

NAC3350-PROF-K9

冗長バンドル
NAC3310-PROF-FB-K9

NAC3350-PROF-FB-K9

対象NACサーバ
3310

3350

単品
NAC3310-CLT-K9=

NAC3350-CLT-K9=

冗長バンドル
NAC3310-CLT-FB-K9=

NAC3350-CLT-FB-K9=

NACサーバ 3310 NACサーバ 3350

対応 OS：Windows XP、Windows Vista、Mac OS X
OSの対応バージョンに関する詳細はお問い合わせください。

0740-0908-05A-F

お問い合せ先
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー　
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間 : 平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/
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シスコ NAC アプライアンスは、こうしたニーズに今すぐお応えします！＊

情報漏えいの一因となる、
不特定PCのネットワーク接続を排除したい

セキュリティ対策レベルを統一して、

コンプライアンスの遵守を徹底させ
たい

ウイルスやワームの侵入、
拡散を早期に食い止めて、被害の発

生を抑えたい

これらの処理や対策にかかる
人的負担やコストを抑えたい

ネットワークの
セキュリティについて
今、こんなニーズを
お持ちではありませんか？

短期導入が可能
速やかなセキュリティ対策を実現
シスコNACアプライアンスをインバンド構成で

導入すると、クライアントPCからネットワークへ

の通信は必ず NACアプライアンスを通過する構

成になります。右のようなメリットがあり、すぐに

でもセキュリティ対策を強化することができます。

既存のネットワーク
構成を変更する
必要なし！

シスコ以外の
スイッチやルータの

環境でも
シームレスに
運用可能！

持ち込み PCが多い
エリアなど、

必要なところから
導入を始め、

順次拡張が可能！

シスコならではのポイント

豊富な実績
ワールドワイドの検疫ソリューション市場でトップシェアを誇り、製造

業などさまざまな分野で豊富な実績、高い評価を得ています。

複数言語・方式に対応
Windows版の NACエージェ

ントは、日本語を含む 20ヶ国

語に対応。NACエージェント

およびエージェントレスでも、

有線、無線、リモート、VPNの

各アクセス方式に認証・検疫を提供します。また、Web認証にも対

応しています。

小規模から大規模まで安心の拡張性
数十人の小規模なネットワークからスムーズな導入が可能。すでに世

界中で数万人という大規模ネットワークでの実運用実績があるため、

小規模な運用から始めても、将来安心して全社に拡張が可能です。

集中管理とログ収集で
運用を効率化
Windows版NACエージェントの

ふるまいを制御するXML設定ファ

イルを集中管理することで運用コ

ストを削減。ワンクリックでPCか

ら診断情報を収集、運用を簡素化

します。

セキュリティと
顧客対応力を両立できる
ゲスト アクセス
オプションのNACゲスト サーバ
を使うことで、ゲスト アクセスの
処理を自動化し、運用管理の省力
化とコスト削減を実現。アクセス
経路を分離させて情報漏えいのリ
スクを回避すると同時に、生産性
や顧客対応力の向上も図れます。

PC以外の
ネットワーク接続機器も
管理・監視対象に
オプションのNACプロファイラを
使うと、無線アクセス ポイントや
IPフォン、プリンタなど、PC以外
のネットワーク接続機器情報を収
集、リスト化して、機器ごとの
VLAN設定や、アクセス権限の制
御などを自動化できます。

ニーズに応えるオプションを提供

PC
UPS IPフォン プリンタ

PC以外
アクセス ポイント

シスコNACプロファイラ

NACプロファイラで
さまざまな機器の情報を整理し、
設定や管理を自動化

企業ネットワーク

NAC エージェント

NAC エージェント

すべての通信が
NACサーバを通過
（インバンド構成）

検疫セグメントで
ポリシーを是正

現在お使いの
ルータ、スイッチなど

現在お使いのスイッチ、ハブ、
無線アクセス ポイント、

VPN終端装置

認証サーバ

修復サーバ

NAC ゲスト サーバ
（オプション）

NACプロファイラ
（オプション）NAC サーバ

・ポリシー確認
・アクセス制御

NACマネージャ
・ポリシー管理
・ユーザ認証

ポリシー適合

ポリシー不適合

未登録

NAC

ポリシーの自動更新で最新の環境を維持
重要なOSの更新やセキュリティ ソフトウェアの
アップデート、ウイルス定義ファイルの更新と
いったセキュリティ ポリシーに関する項目を自動
的に更新し、最新の状態を維持します。
対象となるPCすべてにポリシーを一括適用で
き、これらの管理と運用にかかる労力とコスト削
減にも効果を発揮します。

検疫と修復によって被害を抑止
セキュリティ対策レベルが適合しない PCは、検
疫セグメントでポリシーに準じた検疫を行い、修
復してから企業ネットワークへアクセスできるよ
うにします。
さらに、ウイルスやワームに感染の恐れがある
PCの場合はMACアドレスや IPベースの隔離
によって社内外への拡散や二次感染による被害
を抑えます。

未登録PCはアクセスを遮断
NACエージェント未導入の PCや、アクセス
を認められていない PCは、企業ネットワーク
に接続できません（オプションの NACゲスト 

サーバを使えば、一時的なアクセス権限を付与
することで、ネットワークへのアクセスが可能に
なります）。

＊ NAC　ネットワーク アドミッション コントロール


