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はじめに

このホワイト ペーパーでは、各種アクセス コントロール リスト（ACL）エントリについて説明
し、さまざまなパケットがこれらのエントリでどのように動作するかについて説明します。 ACL
は、IP パケットがルータによって転送されないようにするために使用されます。

IP のための RFC 1858 カバー セキュリティ 考察はフィルタリングおよび強調表示を TCP パケッ
ト、小さいフラグメント不正侵入および重複フラグメント不正侵入の IP フラグメントを含むホス
トの 2 つの不正侵入フラグメント化します。 これらの不正侵入をブロックすることはホストを危
殆化できるまたは関連付けます内部リソースすべてをので好ましいです。

RFC 1858 は またこれらの不正侵入、直接および間接に対して防御の 2 つのメソッドを記述しま
す。 直接方式では、最小長より小さい最初のフラグメントは廃棄されます。 間接方式はオリジナ
ル IPデータグラムに 8 バイトを開始する場合設定 される フラグメントの第 2 フラグメントを廃
棄することを含みます。 RFC 1858 を詳細については 参照して下さい。

従来、ACL のようなパケット フィルターは IP パケットのフラグメント以外および最初のフラグ
メントに ACL が割り当てのためにに対して一致するか、またはデシジョンに否定できる 4 情報
両方およびレイヤ3 が含まれているので加えられます。 非初期フラグメントは ACL によって従
来パケットのレイヤ3 情報に基づいてブロックすることができるので許可されます; ただし、これ
らのパケットがレイヤ4 情報が含まれていないので、ACL項目のレイヤ4 情報を、存在 するそれ
一致する。 IPデータグラムの非初期フラグメントを許可することはフラグメントを受信するホス
トが最初のフラグメントなしでオリジナル IPデータグラムを再構成できないので受諾可能です。

ファイアウォールもブロックパケットに送信元 および 宛先 IPアドレス、プロトコルおよび IP ID
によって指標付けされるパケット フラグメントの表の維持によって使用することができます。
Cisco PIX Firewall および Cisco IOS ® ファイアウォールは両方情報のこの表の維持によって特定
のフローのすべてのフラグメントをフィルタリングできますがそれは基本的な ACL機能のための
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ルータでこれをするには余りにも高いです。 ファイアウォールのプライマリ ジョブはブロックパ
ケットにあり、二次的な役割はパケットをルーティングすることです; ルータのプライマリ ジョ
ブはパケットをルーティングすることであり二次的な役割はそれらをブロックすることです。

Cisco IOS ソフトウェア リリースの 2 つの変更を 12.1(2) および 12.0(11) TCP フラグメントを囲
むいくつかのセキュリティ上の問題に対処するために行いました。 間接方式は、RFC 1858 に記
述されているように 、標準 TCP/IP 入力 パケット サニティ チェックの一部として設定されてい
ました。 ACL機能への変更を非初期フラグメントに関して行いましたまた。

ACL エントリの型

ACL 行には 6 つの異なる型があり、パケットがするか、または一致するそれぞれに結果がありま
す。 次のリストでは、FO は = 0 TCP フローのフラグメント以外か最初のフラグメントを示しま
す、パケットが非初期 フラグメントであることを FO は > 0、L3 意味しますレイヤ3 を示し、L4
はレイヤ4 を意味します。

注: ACL行にレイヤ3とレイヤ4 両方の情報があり、フラグメント キーワードがあるとき、ACLア
クションは割り当ておよび拒否両方操作のために保守的です。 操作はフィルタ属性すべてを一致
するためにフラグメントが十分な情報が含まれていないので偶然フローのフラグメント化された
部分を否定したいと思わないので保守的です。 非初期 フラグメントを否定するかわりに拒否例で
は、次の ACL項目は処理されます。 割り当て場合では、パケットのレイヤ4 情報が、もし可能で
あれば、ACL行のレイヤ4 情報と一致することが仮定されます。

L3 情報だけの割り当て ACL行

パケットの L3 情報が ACL 行の L3 情報と一致すると、パケットは許可されます。1.
パケットの L3 情報が ACL行の L3 情報を一致する場合、次の ACL項目は処理されます。2.

L3 情報だけの拒否 ACL行

パケットの L3 情報が ACL行の L3 情報と一致する場合、それは否定されます。1.
パケットの L3 情報が ACL行の L3 情報を一致する場合、次の ACL項目は処理されます。2.

L3 情報だけの割り当て ACL行、およびフラグメント キーワードはあります

パケットの L3 情報が ACL行の L3 情報と一致する場合、パケットのフラグメント オフセットは
チェックされます。

パケットが FO > 0、パケット許可されれば。1.
パケットが FO = 0 の場合、次の ACL エントリが処理されます。2.

L3 情報だけの ACL行を否定すれば、フラグメント キーワードはあります

パケットの L3 情報が ACL行の L3 情報を一致する場合、パケットのフラグメント オフセットは
チェックされます。

パケットが FO > 0、パケット拒否されれば。1.
パケットが FO = 0 の場合、次の ACL 行が処理されます。2.
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L3 および L4 情報の割り当て ACL行

パケットの L3 および L4 情報が ACL行および FO と = 0 一致する場合、パケットは許可さ
れます。

1.

パケットの L3 情報が ACL行および FO と > 0 一致する場合、パケットは許可されます。2.

L3 および L4 情報の拒否 ACL行

パケットの L3 および L4 情報が ACL項目および FO と = 0 一致する場合、パケットは拒否
されます。

1.

パケットの L3 情報が ACL行および FO と > 0 一致する場合、次の ACL項目は処理されます
。

2.

ACL ルール フローチャート

次のフローチャートはフラグメント以外、最初のフラグメントおよび非初期フラグメントが ACL
に対してチェックされるとき ACL ルールを説明します。

注: ACL はレイヤ3とレイヤ4 両方の情報が含まれているかもしれないが、非初期フラグメント自
身はレイヤ3 だけ、決してレイヤ4 情報含まれていません。



パケットが ACL をどのように一致することができるか

例 1

次の 5 つの可能性のあるシナリオは ACL 100 に出会うパケットの異なる型を含みます。 起こる



こと各状況で続くように表およびフロー チャートを参照して下さい。 Webサーバの IP アドレス
は 171.16.23.1 です。

access-list 100 permit tcp any host 171.16.23.1 eq 80

access-list 100 deny ip any any

パケットはポート 80 のサーバに向かう最初のフラグメントまたはフラグメント以外です:

ACL の最初の行はパケットのレイヤ3 およびレイヤ4 情報と一致する、従ってパケットは許可さ
れますレイヤ3とレイヤ4 両方の情報が含まれています。

パケットが先頭フラグメントまたはフラグメント以外で、送信先がポート 21 のサーバである場
合：

ACL の最初の行はレイヤ3とレイヤ4 両方の情報が含まれていますが、ACL のレイヤ4 情報
はパケットを一致する、従って次の ACL行は処理されます。

1.

ACL の第 2 行はすべてのパケットを拒否します、従ってパケットは拒否されます。2.

パケットはポート 80 フローのサーバへ非初期 フラグメントです:

ACL の最初の行はレイヤ3 およびレイヤ4 情報が含まれています、ACL のレイヤ3 情報はパケッ
トと一致し、ACLアクションは割り当てにあります、従ってパケットは許可されます。

パケットが先頭以外のフラグメントで、送信先がポート 21 フローのサーバである場合：

ACL の最初の行はレイヤ3とレイヤ4 両方の情報が含まれています。 ACL のレイヤ3 情報はパケ
ットと一致します、パケットにレイヤ4 情報がないし、ACLアクションは割り当てにあります、
従ってパケットは許可されます。

パケットはサーバサブネットの別のホストへ最初のフラグメント、フラグメント以外または非初
期 フラグメントです:

パケット（終点アドレス）のレイヤ3 情報を一致する、従って次の ACL行は処理されます
ACL の最初の行はレイヤ3 情報が含まれています。

1.

ACL の第 2 行はすべてのパケットを拒否します、従ってパケットは拒否されます。2.

例 2

以下は同じ 5 つの可能性のあるシナリオ ACL 101 に出会うパケットの異なる型を含みます。 再
度起こること各状況で続くように、表およびフロー チャートを参照して下さい。 Webサーバの
IP アドレスは 171.16.23.1 です。

access-list 101 deny ip any host 171.16.23.1 fragments

access-list 101 permit tcp any host 171.16.23.1 eq 80



access-list 101 deny ip any any

パケットはポート 80 のサーバに向かう最初のフラグメントまたはフラグメント以外です:

パケットのレイヤ3 情報と一致する ACL の最初の行はレイヤ3 情報が含まれています。
ACLアクションは否定することですがフラグメント キーワードがあるので、次の ACL項目
は処理されます。

1.

ACL の第 2 行はパケットと一致する、従ってパケットは許可されますレイヤ4 情報が含まれ
ています、およびレイヤ3。

2.

パケットは先頭フラグメントまたはフラグメント以外で、送信先がポート 21 のサーバの場合：

パケットと一致するが、ACL項目にまたパケットをので FO = 0 一致する、従って次の
ACL項目は処理されます、フラグメント キーワードがあります ACL の最初の行はレイヤ3
情報が含まれています。

1.

ACL の第 2 行はレイヤ3 およびレイヤ4 情報が含まれています。 この場合、レイヤ4 情報は
一致する、従って次の ACL項目は処理されます。

2.

ACL の第 3 行はすべてのパケットを拒否します、従ってパケットは拒否されます3.

パケットはポート 80 フローのサーバへ非初期 フラグメントです:

パケットのレイヤ3 情報と一致する ACL の最初の行はレイヤ3 情報が含まれています。 これがポ
ート 80 フローの一部であるのに、非初期 フラグメントにレイヤ4 情報がないことを覚えていて
下さい。 パケットはレイヤ3 情報が一致するので拒否されます。

パケットが先頭以外のフラグメントで、送信先がポート 21 フローのサーバである場合：

ACL の最初の行はレイヤ3 情報だけが含まれ、パケットと一致します、従ってパケットは拒否さ
れます。

パケットはサーバサブネットの別のホストへ最初のフラグメント、フラグメント以外または非初
期 フラグメントです:

ACL の最初の行はレイヤ3 情報だけが含まれ、パケットを一致する、従って次の ACL行は
処理されます。

1.

ACL の第 2 行はレイヤ3 およびレイヤ4 情報が含まれています。 パケットのレイヤ4 および
レイヤ3 情報は ACL のそれを一致する、従って次の ACL行は処理されます。

2.

ACL の第 3 行はこのパケットを拒否します3.

fragments キーワードのシナリオ

シナリオ 1

ルータ B は Webサーバに接続し、ネットワーク管理者はフラグメントがサーバに達するようにた
いと思いません。 このシナリオはネットワーク管理者が ACL 100 を vs ACL 101 設定する場合何
が起こるか示します。 ACL はルータ Serial0 （s0）インターフェイスの応用受信で、フラグメン



ト化していないパケットだけ Webサーバに到着するようにする必要があります。 シナリオに続
くと同時にパケットが ACL セクションをどのように一致することができるか ACL ルール フロー
チャートを参照すれば。

フラグメント キーワードの使用の結果

以下は ACL 100 です:

access-list 100 permit tcp any host 171.16.23.1 eq 80

access-list 100 deny ip any any

ACL 100 の最初の行はサーバのあらゆる TCPポートにサーバに HTTP だけ、それを割り当て非
初期フラグメントまた可能にします。 非初期フラグメントがレイヤ4 情報が含まれていないので
それ割り当てこれらのパケット、および ACL論理はそれをレイヤ3 情報一致仮定します、そして
レイヤ4 情報はまた利用可能だった場合、一致する。 第 2 行は暗示で、他のトラフィックをすべ
て拒否します。

、Cisco IOS ソフトウェア リリース現在で 12.1(2) および 12.0(11) が、新しい ACL コード ACL
の他のどのラインも一致するフラグメントを廃棄することに注意することは重要です。 以前のリ
リースは ACL の他のどの行も一致する場合非初期フラグメントを可能にします。

次は ACL 101 の例です。

access-list 101 deny ip any host 171.16.23.1 fragments

access-list 101 permit tcp any host 171.16.23.1 eq 80

access-list 101 deny ip any any

ACL 101 は最初の行が理由でサーバに非初期フラグメントを可能にしません。 サーバへの非初期
フラグメントはパケットのレイヤ3 情報が ACL行のレイヤ3 情報と一致するので最初の ACL行に
出会うとき否定されます。

サーバのポート 80 への頭文字かフラグメント以外はまたレイヤ3 情報のための ACL の最初の行
を一致するが、フラグメント キーワードがあるので、次の ACL項目（第 2 行）は処理されます
。 それらがレイヤ3 およびレイヤ4 情報のための ACL行を一致するので ACL 割り当ての第 2 行
頭文字かフラグメント以外。

171.16.23.0 ネットワークの他のホストの TCP ポートに向かう非初期フラグメントはこの ACL



によってブロックされます。 これらのパケットのレイヤ3 情報は最初の ACL行のレイヤ3 情報を
一致する、従って次の ACL行は処理されます。 これらのパケットのレイヤ3 情報は第 2 ACL行の
レイヤ3 情報をどちらか一致する、従って第 3 ACL行は処理されます。 第 3 行は暗示で、すべて
のトラフィックを拒否します。

このシナリオのネットワーク管理者はサーバに割り当てフラグメント化していない HTTP だけフ
ローするので ACL 101 を設定することにします。

シナリオ 2

顧客は 2 つの異なるサイトでインターネット 接続があり、また 2 つのサイト間に秘密接続があり
ます。 ネットワーク管理者のポリシーはサイト 2.で HTTP サーバにアクセスするようにサイト 1
のグループ A がすることです。 両方のサイトのルータはインターネットを通して ルーティング
されるパケットを変換するのにプライベート・アドレス（RFC 1918）およびネットワーク アド
レス変換（NAT）を使用しています。

サイト 1 のネットワーク管理者は彼らがルータ A Serial0 （s0）によってサイト 2.でバックドア
を HTTP サーバにアクセスするとき使用するようにポリシー ルーティング A をグループ化する
ために割り当てられるプライベート・アドレスです。 リターントラフィックが A をまたバックド
アを通してグループ化するためにルーティングされるように、サイト 2 のルータに 172.16.10.0
にスタティック ルートがあります。 他のトラフィックはすべて NAT によって処理され、インタ
ーネットを通してルーティングされます。 このシナリオのネットワーク管理者はパケットがフラ
グメント化する場合どのアプリケーションかフローはたらかせる行っているか決定しなければな
りません。 HTTP およびファイル転送プロトコル（FTP）フローを両方同時にはたらかせますの
で 1 つのまたは他の中断できません。

シナリオに続くと同時にパケットが ACL セクションをどのように一致することができるか ACL
ルール フローチャートを参照すれば。

ネットワーク管理者のオプションの説明

次の例では、ルート マップはルータ B から s0 に ACL 100 を一致させたルータ A 送信パケット
の FOO を呼出しました。 一致するすべてのパケットは NAT によってインターネットを通したデ
フォルト ルートを奪取 するために処理され。

注: パケットが ACL の下部のを離れて下るか、またはそれによって否定されれば、ポリシールー
ティングではないです。

http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt


以下は FOO と呼ばれるグループ A からのトラフィックがルータを入力する e0 をインターフェ
イスさせるためにポリシー ルート マップが加えられることを示す部分的なルータのコンフィギュ
レーション A です:

hostname Router_A

int e0

ip policy route-map FOO

route-map FOO permit 10

match ip address 100

set ip next-hop 10.1.1.2

access-list 100 permit tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1 eq 80

access-list 100 deny ip any any

ACL 100 はサーバに両方で HTTP フローの頭文字、フラグメント以外および非初期フラグメント
をルーティングするポリシーを可能にします。 最初の ACL行のレイヤ3 およびレイヤ4 情報を一
致するのでルーティングされるサーバへの HTTP フローの頭文字およびフラグメント以外は ACL
およびポリシーによって許可されます。 ルーティングされる非初期フラグメントはパケットのレ
イヤ3 情報がまた最初の ACL行と一致するので ACL およびポリシーによって許可されます;
ACL論理は利用可能だった場合パケットのレイヤ4 情報がまた一致すると仮定します。

注: ACL 100 は最初および非初期フラグメントが異なるパスを通ってサーバに到達するのでその
間フラグメント化された TCP フローの他の型をグループ化します A およびサーバを壊します; 最
初のフラグメントは NAT によって処理され、がインターネットを通してルーティングされます、
ルーティングされる同じフローの非初期フラグメントはポリシーです。

フラグメント化された FTP フロー ヘルプはこのシナリオの問題を説明します。 FTP フローの最
初のフラグメントはレイヤ3 情報を一致するが、ないレイヤ4 情報、最初の ACL行の、および第
2 行によって続いて否定されます。 これらのパケットは NAT によって処理され、インターネッ
トを通してルーティングされます。

FTP フローの非初期フラグメントは最初の ACL行のレイヤ3 情報を一致する、ACL論理はレイヤ
4 情報の肯定的な一致を仮定します。 ルーティングされるこれらのパケットはポリシーであり



NAT が最初のフラグメントの送信元アドレスを変更したのでこれらのパケットを再構成するホス
トはポリシールーティング 非初期フラグメントと同じフローの一部として最初のフラグメントを
認識しません。

設定下記の修正の ACL 100 FTP 問題。 ACL 100 の最初の行はグループ A からサーバに FTP 最
初および非初期フラグメントを否定します。

hostname Router_A

int e0

ip policy route-map FOO

route-map FOO permit 10

match ip address 100

set ip next-hop 10.1.1.2

access-list 100 deny tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1 fragments

access-list 100 permit tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1 eq 80

access-list 100 deny ip any any

最初のフラグメントは最初の ACL行のレイヤ3 情報で一致するが、フラグメント キーワードの存
在は次の ACL行を処理します。 最初のフラグメントはレイヤ4 情報のための第 2 ACL行を、一致
するし従ってパケットを拒否する ACL の次の暗示行は処理されます。 非初期フラグメントは
ACL の最初の行のレイヤ3 情報を一致する、従って否定されます。 署名すれば非初期フラグメン
トは NAT によって処理され、インターネットを通してルーティングされます、従ってサーバに再
組立てに問題がありません。

FTP をフラグメント化される HTTP フロー修復することはこのときルーティングされる最初の
HTTP フラグメントがポリシーであるが非初期フラグメントが NAT によって処理され、インター
ネットを通してルーティングされるので中断によってフローします。

グループ A からのサーバへの HTTP フローの最初のフラグメントが ACL の最初の行に出会うと
き、ACL のレイヤ3 情報で一致しますが、フラグメント キーワードが理由で、ACL の次の行は処
理されます。 ACL 割り当ておよびポリシーの第 2 行はサーバにパケットをルーティングします
。

グループ A からサーバに送信される非初期 HTTP フラグメントが ACL の最初の行に出会うとき
、パケットのレイヤ3 情報は ACL行と一致し、パケットは拒否されます。 これらのパケットは
NAT によって処理され、サーバに到達するためにインターネットを横断します。

このシナリオの最初の ACL はフラグメント化された HTTP フローを可能にし、FTP フラグメン
ト化されたフローを壊します。 第 2 ACL 割り当ては FTP フローをフラグメント化し、中断は
HTTP フローをフラグメント化しました。 TCP フローは各ケースで最初および非初期フラグメン
トがサーバに異なるパスを選択するので壊れます。 再組立ては NAT が非初期フラグメントの送
信元アドレスを変更したので可能性のあるではないです。

両方の種類の彼はたらきたいと思うフローするサーバへのフラグメント化されたフローを割り当
てる、従ってネットワーク管理者は選択しなければなりません ACL を組み立てることはできませ
ん。

関連情報
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