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ポリシー定義済みセグメンテーション向け Cisco TrustSec

ネットワーク セキュリティの複雑性を軽減
Cisco TrustSec® は、セキュア ネットワーク アクセスのプロビジョニングと管理を簡素化す
ると共に、セキュリティ オペレーションを迅速化し、ネットワーク上のあらゆる場所で一貫した
ポリシーを適用します。 ネットワーク トポロジを基礎とするアクセス コントロール メカニズ
ムとは異なり、Cisco TrustSec コントロールは論理的なポリシーを使って定義されているた
め、たとえリソースがモバイルや仮想ネットワークに移動した場合でも、リソース セグメンテ
ーションやセキュア アクセスを一貫した形で維持することができます。

Cisco TrustSec の機能は Cisco® スイッチング、ルーティング、ワイヤレス LAN、およびファ
イアウォールの各製品に内蔵されており、企業やデータセンター ネットワークのアセットやア
プリケーションを保護します。

ポリシー定義済みセグメンテーション
従来のアクセス コントロール メソッドでは、VLAN とアクセス コントロール リスト（ACL）を
使ってアセットの分割と保護を行います。 Cisco TrustSec では、その代わりにセキュリティ 
グループ ポリシーを用います。これらをプレーンな言語マトリクス（図 1）に書き込み、IP アド
レスと VLAN から分離します。 同じロール分類に属するユーザとアセットがひとつのセキュ
リティ グループに割り当てられます。

中央で作成された Cisco TrustSec ポリシーは自動的に有線、ワイヤレスおよび VPN ネット
ワークに分散されるため、ユーザやアセットは、仮想ネットワークやモバイル ネットワークに
移動しながらでも、一貫したアクセスや保護を手に入れることができます。 これにより、ネット
ワーク エンジニアリング作業やコンプライアンス検証にかける時間を短縮することが可能と
なります。

図 1　Cisco TrustSec ポリシー管理マトリクス例
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Cisco TrustSec がもたらす利点
Cisco TrustSec は、VLAN、ACL、ファイアウォールのルールの開発や管理など、ネットワーク
とセキュリティ オペレーションの両方において、反復的で時間のかかるネットワーク エンジ
ニアリング作業を簡素化します。 これにより、IT 部門は組織のセキュリティに関する取り組み
を改善しながら、作業時間を最適化することが可能となります。

アクセス管理の簡素化
簡単なビジネス言語を使って、シンプルなマトリクスでポリシーを作成・管理することにより、
組織全体でより簡単にアクセス コントロールやセグメンテーションの管理を行うことができ
るようになります。 さらに Cisco TrustSec があれば、ビジネス ロールごとに重要資産への
アクセスを簡単に制御することができます。例えば、請負業者、会計士、またはセールス エグ
ゼクティブなどのユーザ グループ、あるいは HR データベースや CRM システムなどのサー
バ ロールなどが挙げられます。

セキュリティ オペレーションの迅速化
Cisco TrustSec は、管理や開発を簡素化することで、IT 組織の時間節約を実現し、ビジネス
の変化に対応できるようサポートします。 新たにプロビジョニングの対象に加えるサーバは
わずか数分で追加することができ、IT サポートが必要となる移行、追加、変更などを簡単に行
える他、ファイアウォールのルールや ACL 管理を自動化することも可能です。

あらゆる場所で一貫性したポリシーを適用
Cisco TrustSec は、ネットワーク上のあらゆる場所で一貫したポリシーを適用することで、確
実な資産の保護を実現すると共に、ユーザがリソースにアクセスする際の障害発生を防ぎま
す。 中央ポリシー マネージャーによって、すべての有線、ワイヤレス、VPN トポロジにポリシ
ーが適用されます。 従来のセグメンテーション方法では組織全体に行き渡せるのが難しい
のが現状ですが、Cisco TrustSec は、モバイル ユーザ、ブランチ、キャンパス、データセンタ
ーなど、あらゆる規模のオペレーション向けに拡張できるよう設計されています。

Cisco TrustSec の使用
キャンパス ネットワーク セグメンテーション

よくある状況
企業のキャンパス ネットワークでは、様々なユーザ グループを VLAN に分類するのが一般
的です。 各 VLAN にはアドレス空間が必要となり、上位ルーテッド ネットワーク インターフェ
イスにマップしなければなりません。この場合、隔離された状態を維持するために、静的 ACL 
または仮想ルーティングおよび転送（VRF）機能が必要となります。
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ユーザ グループ間のやり取りの制御は、静的スイッチやルータ設定において定義される場
合が多く、複雑になりがちです。 さらに、VLAN やセグメント内での通信の制御は簡単ではあ
りません。

Cisco TrustSec ソリューション
Cisco TrustSec では、セキュリティ グループ タグ（SGT）を使ってネットワーク上の権限を表
現します。 様々なシステムのやり取りが、セキュリティ グループ ベースのポリシーによって
決定されるため、追加的な VLAN プロビジョニングを行う必要がなく、アクセス ネットワーク
の設計をシンプルな状態に保ちながら、VLAN の拡大を抑えることができます。 ユーザ グル
ープ間のやり取りを定義することもできる他、特定のポートやプロトコルでのやり取りを制御
することも可能です。 

Cisco TrustSec セキュリティ グループ ACL（SG-ACL）ではまた、同じロールを持つユーザ
間に存在する望ましくないトラフィックをブロックすることができるため、悪質な偵察活動や
マルウェアを使ったリモートによる搾取などを防ぐことができます。

アクセス制御
よくある状況
IP アドレス ベースの ACL は展開は簡単ですが、継続的な管理が必要です。 シンプルなロ
ール構成であればさほど問題にはなりませんが、アクセス ロールの数が増えると、必要とな
る ACL の管理が困難になります。 また、ダウンロードされた ACL が、それらを適用する特
定のネットワーク アクセス デバイスのメモリや処理能力を超えないよう配慮する必要もあ
ります。

Cisco TrustSec ソリューション
Cisco TrustSec では、ロールベースのアクセス制御に SG-ACL を使用します。 これらのリ
ストには、発信元や発信先のロールやレイヤ 4 サービス（ポート）が含まれます。これらは、IP 
アドレスを含まないため維持が簡単なのが特徴です。 SG-ACL は、ネットワーク デバイス
により、Cisco Identity Service Engine（ISE）から動的にダウンロードされます。つまり、SG-
ACL に変更が生じても、これらのデバイスでプロビジョニングを行う必要がないということ
です。 SG-ACL の実行機能は様々なシスコ製品でラインレートで実行されるため、ACL は 
10G、40G、さらには 100G で操作することができます。

ファイアウォール ルールの自動化
よくある状況
アセットの IP アドレスに基づくアクセスの制御では時に、分かりづらく管理が難しい大規模
なファイアウォールのルール表が発生します。 仮想化データセンターでは、保護しなければ
らない論理サーバの数が増え、変更が頻繁に生じるという状況が見られます。

Cisco TrustSec ソリューション
Cisco TrustSec があれば、サーバ IP アドレスの代わりにサーバ ロールを使ってファイアウ
ォールのルールを書き込むことができます。 これにより、ポリシーを簡素化することができ、
管理と監査がより簡単になります。

仮想化データセンターでは、Cisco TrustSec は Cisco Nexus® 1000V 仮想スイッチング プ
ラットフォームにおいて機能し、サーバのロール割当をプロビジョニング プロファイルでマー
クし、自動的にシスコ ファイアウォールと共有します。 一定のプロファイルで展開するワーク
ロードが増えたり、ワークロードが移動したりするのに合わせて、ファイアウォールは、すぐに
グループ メンバーシップ情報を使って更新されます。 既存ロールに新規サーバをマップす
る場合は、ファイアウォールのルール表への変更は必要ありません（図 2）。

図 2　Cisco Security Manager における Cisco TrustSec ベースのルール
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安全な BYOD やデバイスの種類に関係のないアクセス
よくある状況
BYOD アクセス ポリシーは一般的に、IP ベースのアクセス制御リストを使って適用されま
す。これによって、認証済みユーザによるリソースへのアクセスを制御することが可能になり
ます。 IP-ACL 管理は、頻繁なメンテナンスが必要となることが多いため、業務上の負担が大
きくなりがちです。

Cisco TrustSec ソリューション
Cisco TrustSec の設計では、BYOD 分類プロセスの一環として、幅広い ISE プロファイリン
グ、ポスチャの検証、モバイル デバイス管理の統合機能を使用することができます。 Cisco 
TrustSec 対応のスイッチやファイアウォールでは、BYOD 分類に注意を払いながら、それに
基づいてポリシーを適用します。 この方法なら、非常に高性能なアクセス制御を実現できる
だけでなく、非常に簡単にアクセス ポリシーを定義することができるため、管理作業の負担
を大幅に軽減することができます。

図 3. 　オペレーション環境における Cisco TrustSec
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Cisco TrustSec Solution コンポーネント
Cisco TrustSec がサポートするネットワーク デバイス
• Cisco Catalyst 2960-S/SF/C、3560-E/C、3750-E シリーズ：SXP のみ

• Cisco Catalyst 3560-X、3750-X シリーズ：SXP、SGT、SG-ACL

• Supervisor 6（L）-E、7（L）-E 搭載 Cisco Catalyst 4500 シリーズ：SXP のみ

• Supervisor Engine 2T 搭載 Cisco Catalyst 6500 シリーズ：SXP、SGT、SG-ACL

• Cisco Nexus 7000 および 5000 シリーズ：SXP、SGT、SG-ACL

• Cisco Nexus 1000v シリーズ：SXP のみ

• Cisco Wireless LAN Controller 2500 および 5500

• Cisco Wireless Service Module（WiSM）2

• Cisco Services-Ready Engine（SRE）向け Cisco Wireless Controller：SXP のみ

• Cisco Integrated Services Router G2：SXP、Security Group Firewall（SG-FW）

• Cisco ASR 1000 シリーズ Aggregation Services Router：SXP、SG-FW

• Cisco ASA 5500 および 5500-X シリーズ Next-Generation Firewalls：SXP、SG-FW

• 仮想デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）

• リモート デスクトップ プロトコル（RDP）搭載 Cisco AnyConnect® Secure Mobility 
Client

ポリシー管理
• Cisco Identity Services Engine：Advanced ライセンス

• セキュリティ グループ アクセス システム ライセンス付き Cisco Secure ACS

• Cisco Security Manager 4.4
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