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概要

Cisco Network Admission Control（NAC）は、ネットワーク アクセスを要求するすべてのデバイ
スに対して組織のネットワーク セキュリティ ポリシーを適用します。 Cisco NAC は、コンプラ
イアンスを満たす、信頼されたエンドポイント デバイス（PC、サーバ、PDA など）のみをネッ
トワークで許可します。 非適合デバイスのアクセスを制限し、セキュリティの新しい脅威やリス
クから生じる潜在的なダメージを抑制します。 Cisco NAC は、不正アクセスを防止し、ネットワ
ークの耐障害性を向上させる強力なロールベースの手段を提供します。

Cisco NAC には、次のようなビジネス上のメリットがあります。

セキュリティ ポリシーへの準拠： エンドポイントが確実にセキュリティ ポリシーに準拠す
るようにします。 インフラストラクチャと従業員の生産性を保護します。 マネージドとアン
マネージドの両方の資産を保護します。 社内環境とゲスト アクセスをサポートします。 顧
客のリスク レベルに合わせてポリシーを調整します。

●

既存の投資の保護： サードパーティの管理アプリケーションと互換性があります。 柔軟な導
入オプションにより、インフラストラクチャのアップグレードの必要性を最小限に抑えます
。

●

ウイルス、ワーム、不正アクセスのリスクの軽減： 大規模インフラストラクチャの中断を制
御および低減します。 移動、追加、および変更を動的かつ自動的に実行できるようにするこ
とによって IT の効率性を高め、運用コストを削減します。 他のシスコ自己防衛型ネットワ
ーク コンポーネントと連携して包括的なセキュリティ保護を提供します。

●

ソリューションの概要

この項では、アクセス コントロール リスト（ACL）手法を使用して Cisco Network Admission
Control（NAC）アーキテクチャを実装するレイヤ 3 アウトオブバンド（OOB）について簡単に
説明します。

ソリューションの説明

Cisco NAC は、ネットワーク コンピューティング リソースにアクセスしようとするすべてのデ
バイスがセキュリティ ポリシーに準拠するように、ネットワーク インフラストラクチャ内で使用
します。 Cisco NAC を使用すると、ネットワーク管理者はユーザを認証および許可したり、ユー
ザにネットワーク アクセスを許可する前にそのユーザに関連付けられているマシンを評価および
修復したりできます。 このタスクを達成するための設定方法は複数ありますが、レイヤ 3 アウト
オブバンド（OOB）が急速に普及し、NAC の最も一般的な導入方式の 1 つになっています。 こ
の背景には、ハードウェア リソースの活用改善など複数の要因があります。

レイヤ 3 OOB 方式で NAC の導入を行うことで、単一の Cisco NAC アプライアンス（Cisco
NAC Manager または Cisco NAC Server）をより多くのユーザに対応するように拡張できます。
また、NAC アプライアンスを、キャンパスまたは組織にわたって分散するよりも、中央に配置す
るようにできます。 つまり、レイヤ 3 OOB 導入は、資本支出と運用費の両方の面でかなりコス
ト効果が高くなります。

このガイドでは、レイヤ 3 OOB 配置での ACL ベースの Cisco NAC の実装について説明します。

ソリューション アーキテクチャ



ソリューション アーキテクチャ（図1）は、主要なソリューション コンポーネントと統合ポイン
トを示しています。

図 1： 標準的なキャンパス環境における Cisco NAC アプライアンスの配置



以下の項では、一般的なキャンパス アーキテクチャを構成するアクセス レイヤ、ディストリビュ
ーション レイヤ、コア レイヤ、およびデータセンター サービス統合ポイントについて説明しま
す。

アクセス レイヤ

Cisco レイヤ 3 OOB NAC ソリューションは、ルーテッド アクセス キャンパス設計に適用できま
す。 ルーテッド アクセス モードでは、レイヤ 3 スイッチ仮想インターフェイス（SVI）はアクセ
ス スイッチで設定され、アクセス スイッチとディストリビューション スイッチの間にレイヤ 3
リンクがあります。

注: このドキュメントでは、「アクセス スイッチ」と「エッジ スイッチ」を同じ意味で使用して
います。

図 2 に示すように、エッジ スイッチでレイヤ 3 アクセス VLAN（VLAN 14 など）が設定され、
エッジ スイッチから上流のディストリビューション スイッチまたはルータへのレイヤ 3 ルーテ
ィングがサポートされます。アクセス スイッチ上のポートは Cisco NAC Manager によって管理
されます。

図 2： エッジへのレイヤ 3 が設定されたアクセス スイッチ

ディストリビューション レイヤ

ディストリビューション レイヤは、レイヤ 3 ルーティングを行います。 レイヤ 2 ソリューショ
ンとは異なり、Cisco NAC Server をディストリビューション レイヤに配置する必要はありませ
ん。 代わりに、中央のデータセンター サービス ブロックに配置します。



コア レイヤ

コア レイヤは、Cisco IOS ベースのルータを使用します。 コア レイヤは高速ルーティング用に
予約されており、サービスを一切提供しません。 サービスは、データセンターのサービス スイッ
チに配置できます。

データセンター サービス レイヤ

データセンター サービス レイヤは、Cisco IOS ベースのルータとスイッチを使用します。 Cisco
NAC Manager と Cisco NAC Server は、データセンター サービス ブロックに一元配置されます
。

ソリューション コンポーネント

この項では、Cisco NAC アプライアンス ソリューションのコンポーネントについて説明します。

Cisco NAC Manager

Cisco NAC Manager は、Cisco NAC アプライアンスの配置に含まれるすべての Cisco NAC
Server、ユーザ、ポリシーの設定およびモニタリングを一元化する管理サーバであり、またデー
タベースでもあります。 OOB NAC 展開の場合、Manager は、Manager のドメイン内でのスイ
ッチの追加や制御、およびスイッチ ポートの構成を行う OOB 管理を提供します。

Cisco NAC Server

Cisco NAC Server は、非信頼（管理対象）ネットワークと信頼（内部）ネットワークの間のエン
フォースメント ポイントです。 Server は Cisco NAC Manager で定義されたポリシーを適用し、
エンドポイントは認証時に Server と通信します。 この設計では、Server は、非信頼ネットワー
クと信頼ネットワークを分離するために論理的または物理的に「インライン」になることはあり
ません。 この概念については、後述の「アウトオブバンド（OOB）モード」の項で詳しく説明し
ます。

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent は、Cisco NAC ソリューションのオプションのコンポーネントです。 Cisco
NAC の配置で Agent をイネーブルにすると、ネットワークにアクセスするコンピュータが、指定
したシステム ポスチャ要件を満たすことが保証されます。 Cisco NAC Agent は、ユーザのマシ
ンにインストールされる軽くて使いやすい読み取り専用プログラムです。 ユーザがネットワーク
にアクセスしようとすると、Agent では必要とされるソフトウェアについてクライアント システ
ムを確認し、アップデートやソフトウェアが見つからない場合、その入手を支援します。

アウトオブバンド（OOB）モード

Cisco NAC アプライアンス OOB 配置では、Cisco NAC Server は、認証プロセス、ポスチャ ア
セスメント、および修復を実行している間だけエンド ホストと通信します。 認定が済むと、エン
ド ホストは Server と通信しません。 OOB モードでは、Cisco NAC Manager はスイッチの制御
とポートへの VLAN 割り当てに簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用します。
Cisco NAC Manager と Server が OOB 用に設定されている場合、Manager はサポートされてい
るスイッチのスイッチ ポートを制御できます。 サポートされているスイッチのリストについては



、次のページを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/support_guide/switch_spt.html#wp40017

次の数点の図は、Cisco NAC Manager が OOB を使用してユーザのネットワーク アクセスの取得
方法を制御する仕組みを示しています。 シーケンスは次のとおりです。

PC がネットワーク上のスイッチに物理的に接続されています（図 3 を参照）。1.
スイッチが SNMP を使用して Cisco NAC Manager に MAC アドレスを送信します（図 3 を
参照）。

2.

Cisco NAC Manager が、PC が「認定済み」かどうかを確認します。PC が認定されていな
い場合、Cisco NAC Manager は PC のスイッチ ポートを認証 VLAN に割り当てるようにス
イッチに指示します（図 4 を参照）。 ステップ 4 ～ 6 に進みます。PC が認定されている
場合は、ステップ 5 に進みます。

3.

PC は Cisco NAC Server と通信して、認証、ポスチャ アセスメント、および修復を受けま
す（図 4 を参照）。

4.

Cisco NAC Server が、PC が「認定された」ことを Cisco NAC Manager に通知します（図
5 を参照）。

5.

PC が信頼されているデバイスとしてネットワークに接続されます。6.

図 3： OOB SNMP 通信（1/3）

図 4： OOB SNMP 通信（2/3）

//www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/support_guide/switch_spt.html#wp40017


図 5： OOB SNMP 通信（3/3）



設計上の考慮事項

レイヤ 3 OOB NAC 配置を検討する場合は、複数の設計上の考慮事項を確認する必要があります
。 以下のサブセクションでは、これらの考慮事項を列挙し、その重要性について簡単に説明しま
す。

エンドポイントの分類

エンドポイントの分類には、デバイス タイプやユーザ ロールなど複数の要因が寄与します。 デ
バイス タイプとユーザ ロールの両方がエンドポイント ロールに影響します。

想定されるデバイス タイプ

企業デバイス●

非企業デバイス●

PC 以外のデバイス●

想定されるユーザ ロール

Employee●

Contractor●

ゲスト●



最初に、すべてのエンドポイントが非認証 VLAN に割り当てられます。 その他のロールへのアク
セスは、識別およびポスチャ プロセスが完了した後に許可されます。

エンドポイント ロール

まず、各エンドポイント タイプのロールを決定する必要があります。 一般的なキャンパス配置に
は、従業員、ゲスト、コントラクターなどの複数のロールと、プリンタ、ワイヤレス アクセス ポ
イント、IP カメラなどのその他のエンドポイントが含まれます。 ロールはエッジ スイッチ
VLAN にマッピングされます。

注: すべてのユーザは、まず、最初の認証時に非認証ロールによって非認証 VLAN にマッピング
されます。

ロールの分離

Cisco NAC ソリューションを実装する場合、エンドポイント ロールを分離することが不可欠です
。 認証されておらず、承認されていないホスト マシンから発信されるすべてのトラフィックに対
してトラフィックとパスの分離を提供する、適切なエンフォースメント メカニズムを選択します
。 レイヤ 3 OOB 環境では、レイヤ 3 エッジ スイッチ（ACL を使用）は、「クリーン」ネットワ
ークと「非認証」ネットワークの間の隔離を保証するエンフォースメント ポイントとして機能し
ます。

トラフィック フロー

NAC プロセスは、エンドポイントが NAC マネージド スイッチに接続すると開始されます。 「
非認証」に分類されたトラフィックは、非認証 VLAN に適用される ACL によって制限されます
。 エンドポイントは、「非信頼」インターフェイスと通信してポスチャ アセスメントおよび修復
プロセスを完了することができます（ポスチャ アセスメントおよび修復の実行方法は複数ありま
す。それらについては、後述の Cisco NAC Manager での Cisco.com からのポリシーの更新に関
する 項で説明します）。 認証後、エンドポイントは信頼 VLAN に移動されます。

Cisco NAC Server のモード

Cisco NAC Server は、仮想ゲートウェイ（ブリッジ）モードまたは実 IP ゲートウェイ（ルーテ
ッド）モードのいずれかで配置できます。

仮想ゲートウェイ（ブリッジ）モード

仮想ゲートウェイ（ブリッジ）モードは、通常、Cisco NAC Server がエンドポイントにレイヤ 2
で隣接している場合に使用します。 このモードでは、Server はブリッジとして機能し、ネットワ
ーク トラフィックのルーティング決定には関与しません。

注: 仮想ゲートウェイ（ブリッジ）モードは、レイヤ 3 OOB ACL 設計には適用できません。

実 IP ゲートウェイ（ルーテッド）モード

実 IP ゲートウェイ（ルーテッド）モードは、Cisco NAC Server がエンドポイントから複数ホッ
プ離れている場合に適用できます。 Server を実 IP ゲートウェイとして使用する場合は、 Server
の信頼インターフェイスの IP アドレス（Cisco NAC Manager から管理を提供するため）と非信
頼インターフェイスの IP アドレスを 1 つずつ指定します。 2 つのアドレスは異なるサブネット



上になければなりません。 非信頼インターフェイスの IP アドレスは、非信頼サブネット上のエ
ンドポイントとの通信に使用されます。 ACL を使用するレイヤ 3 OOB 配置では、認証および許
可のために非信頼インターフェイスと通信するエンドポイントが必要になります。 実 IP モード
では、非信頼インターフェイスに有効な IP アドレスを使用するため、Cisco NAC Server が実 IP
ゲートウェイ モードで動作するように設定する必要があります。

スケーラビリティ

標準の Cisco NAC Server では、最大 5000 人の同時接続エンド ユーザをサポートできます。 レ
イヤ 3 OOB ACL 設計は、5000 人以下のユーザにサービスを提供するサイトに適しています。
複数のサイトがある場合は、サイトごとに追加の Server を配置できます。 5000 人を超えるユー
ザにサービスを提供する単一サイトがある場合は、外部ロード バランシング技術（Application
Control Engine （ACE）ロード バランサなど）を使用することで単一サイトのユーザ数を 5000
人より多く拡張できます。

注: ACE ロード バランサについては、このドキュメントでは説明しません。

検出ホスト

検出ホストは、Cisco NAC Agent がネットワーク上の複数ホップ離れた位置にある Cisco NAC
Server を検出するために使用する完全修飾ドメイン名（FQDN）または非信頼インターフェイス
の IP アドレスです。 Agent は、既知の検出ホスト アドレスに UDP パケットを送信して検出プ
ロセスを開始します。 検出パケットは、応答を受信するために NAC Server の非信頼インターフ
ェイスに到達する必要があります。 レイヤ 3 OOB 配置の場合、Server は認証 VLAN 上のデータ
トラフィック パスにありません。 したがって、検出ホストは、Agent が Server に検出パケット
を直接送信できるように、Cisco NAC Server の非信頼インターフェイスの IP アドレスに設定す
る必要があります。

ユーザ エクスペリエンス（Cisco NAC Agent あり）

通常、企業ネットワークの管理者は、ユーザにクライアント マシンを発行する前にそれらのマシ
ンに Cisco NAC Agent をインストールします。 Cisco NAC Agent の検出ホストの IPアドレスま
たは解決可能な名前により、NAC Server の非信頼インターフェイスへの検出パケットの送信が
トリガーされます。これにより、クライアント マシンは自動的に NAC プロセスを完了します。

ユーザ エクスペリエンス（Cisco NAC Agent なし）

Cisco NAC Agent のないエンドポイント（通常はゲスト、コントラクター、非企業資産）は、自
動的に NAC プロセスを完了しない場合があります。 Agent がないエンドポイントをサポートす
るための手動およびガイド付きの手法があります。 詳細については、「エンドポイントから
Cisco NAC Server への通信」の項を参照してください。

注: 可能な限り最良のエンドユーザ エクスペリエンスを提供するために、エンドユーザのブラウ
ザが信頼する証明書を使用してください。 Cisco NAC Server サーバ上で自己生成された証明書
の使用は、本番環境には推奨されません。

Cisco NAC プロセス フロー

この項では、NAC OOB ソリューションの基本的なプロセス フローについて説明します。 Cisco
NAC Agent がクライアント マシンにインストールされているシナリオとインストールされていな



いシナリオの両方について説明します。 この項では、Cisco NAC Manager が SNMP を制御手段
として使用してスイッチ ポートを制御する方法について説明します。 これらのプロセス フロー
は、マクロ分析的な性質があり、機能決定手順だけを含んでいます。 発生するすべてのオプショ
ンやステップは含んでおらず、また、エンドポイント評価基準をベースにする承認決定は含んで
いません。

図 6 の丸で囲んだステップについては、図 7 のプロセス フロー図を参照してください。

図 6： レイヤ 3 アウトオブバウンド NAC ソリューションの NAC プロセス フロー

図 7： プロセス フロー図
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