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はじめに

このガイドでは、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールまたは 
Cisco 7600 シリーズ ルータ（このガイドではそれぞれスイッチまたはルータと

記述）で Server Load Balancing（SLB; サーバ ロード バランシング）を実装す

るための手順を説明します。

SLB、実サーバ、およびサーバ ファーム用のネットワーク トラフィック ポリ

シーの設定方法、またヘルス モニタリング プローブおよびスティッキ性（接続

の永続性）の設定方法について取り上げます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • 対象読者

 • マニュアルの設定

 • 関連資料

 • マニュアルの表記法

 • マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

 • オープン ソース ライセンス通知

対象読者
このマニュアルは、ACE の設定を担当する、訓練を受けた認定サービス担当者

を対象としています。

 • システム管理者

 • システム オペレータ
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はじめに
マニュアルの設定
このマニュアルの設定は、次のとおりです。

章 説明

第 1 章 「概要」 ACE に実装する SLB について説明します。この章で

は、ロード バランシング専用に ACE を設定する手順

について説明します。

第 2 章 「実サーバおよ

びサーバ ファームの設

定」

実サーバ、サーバ ファーム、およびロード バランシ

ング方式、またこれらを SLB 用に設定する方法につ

いて説明します。

第 3 章 「サーバ ロー

ド バランシングに関す

るトラフィック ポリ

シーの設定」

対象の SLB トラフィックをフィルタするためのクラ

ス マップの設定方法、およびこのトラフィックにアク

ションを実行するためのポリシー マップの設定方法に

ついて説明します。また、SLB パラメータ マップ、

およびインターフェイスへのポリシーの適用について

も説明します。

第 4 章 「ヘルス モニ

タリングの設定」

実サーバのヘルスおよびステータスをモニタするため

のヘルス プローブ（キープアライブ）を設定する方法

について説明します。

第 5 章 「スティッキ機

能の設定」

セッション中にクライアントが同じサーバに接続され

たままにするためのスティッキ性（接続の永続性）を

設定する方法について説明します。

第 6 章 「ファイア

ウォール負荷分散の設

定」

インターネットからのトラフィックの負荷を、ファイ

アウォールを介してデータセンターまたはイントラ

ネットに分散するための Firewall Load Balancing
（FWLB; ファイアウォール ロード バランシング）を

設定する方法について説明します。

付録 A「ACE での 
TCL スクリプトの使

用」

ACE に Toolkit Command Language（TCL）スクリプト

をアップロードして実行する方法について説明します。
xxii
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はじめに
関連資料
ACEには、このマニュアル以外に、次のマニュアルがあります。

マニュアルのタイトル 説明

Release Note for the Cisco 
Application Control 
Engine Module

ACE の操作上の考慮事項、警告、および CLI コマ

ンドについて説明します。

Cisco Application Control 
Engine Module Hardware 
Installation Note

Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 
シリーズ ルータへの ACE の取り付けについて説

明します。

Cisco Application Control 
Engine Module Getting 
Started Guide

ACE の初期セットアップおよび設定作業の手順に

ついて説明します。

Cisco Application Control 
Engine Module 
Administration Guide

ACE で次の管理タスクを実行する方法について説

明します。

 • ACE のセットアップ

 • リモート アクセスの確立

 • ソフトウェア ライセンスの管理

 • クラス マップおよびポリシー マップの設定

 • ACE ソフトウェアの管理

 • 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
の設定

 • 冗長性の設定

 • XML インターフェイスの設定

 • ACE ソフトウェアのアップグレード 
Cisco Application Control 
Engine Module 
Virtualization 
Configuration Guide

単一のコンテキストまたは複数のコンテキストで 
ACE を操作する方法について説明します。
xxiii
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Cisco Application Control 
Engine Module Routing 
and Bridging 
Configuration Guide

ACE に次のルーティングおよびブリッジング機能

を設定する方法について説明します。

 • VLAN インターフェイス

 • ルーティング 

 • ブリッジング

 • Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）

Cisco Application Control 
Engine Module Security 
Configuration Guide

次の ACE セキュリティ機能の設定方法について説

明します。

 • セキュリティ Access Control List（ACL; アク

セス コントロール リスト）

 • Terminal Access Controller Access Control 
System Plus（TACACS+）、Remote 
Authentication Dial-In User Service

（RADIUS）、または Lightweight Directory 
Access Protocol（LDAP）サーバを使用した

ユーザ認証およびアカウンティング

 • アプリケーション プロトコルおよび HTTP 
ディープ パケット インスペクション

 • TCP/IP の正規化および終了パラメータ

 • Network Address Translation（NAT; ネット

ワーク アドレス変換）

Cisco Application Control 
Engine Module SSL 
Configuration Guide

ACE で次の Secure Sockets Layer（SSL）機能を

設定する方法について説明します。

 • SSL 証明書および鍵

 • SSL 開始

 • SSL 終了

 • エンドツーエンド SSL
Cisco Application Control 
Engine Module System 
Message Guide

ACE でシステム メッセージ ロギングを設定する

方法について説明します。このマニュアルでは、

リスト、および ACE によって生成されるシステム 
ログ（syslog）メッセージについても説明します。

マニュアルのタイトル 説明
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マニュアルの表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

Cisco Application Control 
Engine Module Command 
Reference

構文、オプション、関連コマンドなど、CLI コマ

ンドのアルファベット順のリストおよび説明を

モード別に記載しています。

Cisco CSM-to-ACE 
Conversion Tool User 
Guide

Cisco Content Services Module（CSM）の実行コ

ンフィギュレーション ファイルまたはスタート

アップ コンフィギュレーション ファイルを ACE 
に移行するための CSM-to-ACE 変換ツールの使用

方法について説明します。

Cisco CSS-to-ACE 
Conversion Tool User 
Guide

Cisco Content Services Switch（CSS）の実行コン

フィギュレーション ファイルまたはスタートアッ

プ コンフィギュレーション ファイルを ACE に移

行するための CSS-to-ACE 変換ツールの使用方法

について説明します。

マニュアルのタイトル 説明

表記法 説明

太字 コマンドおよびコマンド オプションは太字で示してい

ます。太字は段落内のコマンドも示しています。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示して

います。イタリック体は、初出時の新規用語、マニュ

アルのタイトル、および強調文字も示しています。

{   } 必須の引数およびキーワードを囲みます。

[   ] 省略可能な引数およびキーワードを囲みます。

{ x | y | z } いずれか 1 つを必ず選択しなければならない必須キー

ワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示してい

ます。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角

カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
xxv
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（注）は、次のように表しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介してい

ます。

注意は、次のように表しています。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事

項が記述されています。

CLI 構文の書式については、『Cisco Application Control Engine Module 
Command Reference』を参照してください。

ストリング 引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には

引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引

用符も含めてストリングとみなされます。

screen フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、

screen フォントで示しています。

太字の screen  
フォント

入力しなければならない情報は、太字の screen フォン

トで示しています。

イタリック体の 
screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen 
フォントで示しています。

^ ^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示

される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押し

ながら D キーを押すことを意味します。

<   > パスワードのように出力されない文字は、かぎカッコ

（< >）で囲んで示しています。

表記法 説明
xxvi
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、

次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』
を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示さ

れています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

オープン ソース ライセンス通知
以下の通知は、このソフトウェアのライセンスに関連するものです。

OpenSSL/Open SSL Project
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

License Issues
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the 
OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.See below 
for the actual license texts.Actually both licenses are BSD-style Open Source 
licenses.In case of any license issues related to OpenSSL please contact 
openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License:
© 1998-1999 The OpenSSL Project.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.
xxvii
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgment: "This product includes software 
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit  
(http://www.openssl.org/)".

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to 
endorse or promote products derived from this software without prior written 
permission.For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may 
"OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the 
OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in 
the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS"' AND 
ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT 
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License:
© 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).All rights reserved.
xxviii
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This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the 
following conditions are adhered to.The following conditions apply to all code 
found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the 
SSL code.The SSL documentation included with this distribution is covered by the 
same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are 
not to be removed.If this package is used in a product, Eric Young should be given 
attribution as the author of the parts of the library used.This can be in the form of 
a textual message at program startup or in documentation (online or textual) 
provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)".

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being 
used are not cryptography-related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the 
apps directory (application code) you must include an acknowledgement: 
"This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
xxix
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DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publicly available version or derivative 
of this code cannot be changed.i.e. this code cannot simply be copied and put 
under another distribution license [including the GNU Public License].
xxx
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシ

OL-11867-01-J

   
C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールで実装され

ているサーバ ロード バランシング（SLB）について説明します。この章の内容

は次のとおりです。

 • サーバ ロード バランシングの概要

 • ロード バランシング プレディクタ

 • 実サーバおよびサーバ ファーム

 • トラフィック分類およびポリシーの設定

 • 接続制限およびレート制限

 • ロード バランサとしての ACE の厳密な使用

 • 次の作業

サーバ ロード バランシングの概要
サーバ ロード バランシング（SLB）とは、ロード バランシング デバイスが、

サービスを求めるクライアント要求の送信先サーバを決定することです。たとえ

ば、クライアント要求は、Web ページを取得する HyperText Transport Protocol
（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル）の GET、またはファイルをダウン

ロードする File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プロトコル）の GET で設

定されたりします。ロード バランサのジョブは、クライアント要求に対応でき

るサーバを選択し、サーバにもサーバ ファーム全体にも過負荷を与えずに、で

きるだけ短時間に選択を行うことです。
1-1
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ロード バランシング プレディクタ
ACE は、次のプロトコルのロード バランシングをサポートします。

 • 汎用プロトコル 
 • HTTP

 • Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）

 • Reliable Datagram Protocol（RDP）

 • Real Time Streaming Protocol（RTSP）

 • Session Initiation Protocol（SIP）

設定するロード バランシング アルゴリズム、つまりプレディクタに応じて、

ACE では一連のチェックおよび計算を実行し、各クライアント要求に 良に対

応できるサーバを決定します。ACE は、送信元または宛先のアドレス、cookie、
URL、HTTP ヘッダー、負荷に対して接続数が 小のサーバなど、いくつかの

要因に基づいてサーバを選択します。

ロード バランシング プレディクタ
ACE では次のプレディクタを使用して、クライアント要求の対応に 適なサー

バを選択します。

 • アプリケーション応答 - 現在の接続数およびサーバの重み（設定されている

場合）に基づいた指定の応答時間測定で平均応答時間が 小であるサーバを

選択します。

 • ハッシュ アドレス - 送信元 IP アドレスまたは宛先 IP アドレス、あるいはそ

の両方に基づいたハッシュ値を使用してサーバを選択します。Firewall 
Load Balancing（FWLB; ファイアウォール ロード バランシング）のプレ

ディクタを使用します。FWLB の詳細については、第 6 章「ファイア

ウォール負荷分散の設定」を参照してください。

 • ハッシュ コンテンツ - Trusted Third Parties（TTP）のパケット本体のコン

テンツ ストリングに基づくハッシュ値を使用してサーバを選択します。

 • ハッシュ cookie - cookie 名に基づいたハッシュ値を使用してサーバを選択し

ます。

 • ハッシュ ヘッダー - HTTP ヘッダー名に基づいたハッシュ値を使用してサー

バを選択します。
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実サーバおよびサーバ ファーム 
 • ハッシュ URL - 要求された URL に基づいたハッシュ値を使用してサーバを

選択します。URL で一致する開始パターンと終了パターンを指定すること

ができます。このプレディクタ方式を使用して、キャッシュ サーバに負荷

を分散させます。

 • 小帯域幅 - 指定サンプル数にサーバが使用した平均帯域幅に基づき、処理

したネットワーク トラフィック量が 小であるサーバを選択します。

 • 小接続 - サーバの重みに基づいてアクティブ接続数が 小のサーバを選択

します。 小接続プレディクタの場合、稼動させたばかりのサーバに対して

高い割合で新規接続を送信することを避けるために、スロースタート メカ

ニズムを設定できます。

 • 小負荷 - Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワー

ク管理プロトコル）プローブから取得された情報に基づき、 小負荷のサー

バを選択します。このプレディクタを使用するには、SNMP プローブをこ

れに関連付ける必要があります。

 • ラウンドロビン - サーバの重み（Weighted Round-Robin（[WRR; 重み付け

ラウンドロビン ]）に基づいて実サーバのリストから次のサーバを選択しま

す。大きい重み値を持つサーバは、受け取る接続の割合も大きくなります。

これがデフォルトのプレディクタです。

（注） ハッシュ プレディクタ方式では、実サーバに設定する重み値を認識しません。

ACE では、 小接続、アプリケーション応答、ラウンドロビンのプレディクタ

方式の場合にだけ、実サーバに割り当てる重みを使用します。

ロード バランシング プレディクタの詳細については、第 2 章「実サーバおよび

サーバ ファームの設定」を参照してください。

実サーバおよびサーバ ファーム
ここでは、実サーバとサーバ ファーム、および ACE でこれらを実装する方法に

ついて簡単に説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • 実サーバ

 • サーバ ファーム

 • ヘルス モニタリング
1-3
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実サーバおよびサーバ ファーム
実サーバ

クライアントにサービスを提供するには、ACE 上で実サーバ（実際の物理サー

バ）を設定します。実サーバは、HTTP や XML コンテンツなどのクライアント 
サービス、Web サイトのホスティング、FTP ファイルのアップロードやダウン

ロード、別の場所に移された Web ページへのリダイレクションなどを提供しま

す。ACE では、サーバが何らかの理由で稼動しなくなった場合に備えて、バッ

クアップ サーバを設定することもできます。

ACE での実サーバの作成および名前の指定後、接続制限、ヘルス プローブ、重

みなど、いくつかのパラメータを指定することができます。サーバ ファーム内の

他のサーバとの相対重要度に基づいて、各実サーバに重みを割り当てることがで

きます。ACE では、重み付きラウンドロビンのサーバの重み値、および 小接続

ロード バランシング プレディクタを使用します。ACE プレディクタのリストお

よび簡単な説明については、「ロード バランシング プレディクタ」を参照してく

ださい。ACE ロード バランシング プレディクタおよびサーバ ファームの詳細に

ついては、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照してくださ

い。

サーバ ファーム

データセンターでは通常、サーバは、サーバ ファームと呼ばれる関連グループ

に編成されています。多くの場合、サーバ ファーム内のサーバには同じコンテ

ンツ（ミラー化されたコンテンツと呼ばれる）が格納されているため、1 つの

サーバが動作しなくなると、別のサーバが直ちに処理を引き継ぎます。また、ミ

ラー コンテンツを使用すると、複数のサーバで、オリンピックなどの地元また

は国際的なイベントの間に増加する要求の負荷を分散することができます。コン

テンツに対するこの急激な要求の増加は、フラッシュ クラウドと呼ばれます。

サーバ ファームの作成および名前の指定後、サーバ ファームに既存の実サーバ

を追加したり、ロード バランシング プレディクタ、サーバの重み、バックアッ

プ サーバ、ヘルス プローブなど、サーバ ファームの他のパラメータを指定する

ことができます。ACE プレディクタの詳細については、「ロード バランシング 
プレディクタ」を参照してください。ACE ロード バランシング プレディクタお

よびサーバ ファームの詳細については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファー

ムの設定」を参照してください。
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トラフィック分類およびポリシーの設定
ヘルス モニタリング

ヘルス プローブ（キープアライブとも呼ばれる）を設定することによって、

サーバおよびサーバ ファームのヘルスをチェックするように ACE に指示するこ

とができます。プローブを作成したら、プローブを実サーバまたはサーバ 
ファームに割り当てます。プローブは、TCP、ICMP、Telnet、HTTP など、多

くのタイプのいずれかにすることができます。TCL スクリプト言語を使用して、

スクリプト化されたプローブを設定することもできます。

ACE は、プローブを定期的に送信してサーバのステータスを調べ、サーバの応

答を確認し、クライアントがサーバにアクセスできなくなるようなネットワーク

の他の問題がないかどうかをチェックします。ACE は、サーバの応答に基づい

てサーバの稼動と非稼動の切り替えを行うことができ、また、サーバ ファーム

内のサーバのステータスに基づいて、ロード バランシングに関する信頼性の高

い決定を行うことができます。アウトオブバンド ヘルス モニタの詳細について

は、第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照してください。

トラフィック分類およびポリシーの設定
ACE では、いくつかの設定要素を使用して対象のトラフィックを分類（フィル

タ）して、ロード バランシングの決定を行う前にトラフィックに対して各種の

アクションを実行します。これらのフィルタ要素および後続のアクションは、

SLB の基礎となっています。ここでは、次の内容について説明します。

 • ACL によるトラフィックのフィルタ

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィックの分類

 • レイヤ 7 トラフィックの分類

 • パラメータ マップの設定

 • トラフィック ポリシーの作成

 • サービス ポリシーを使用したインターフェイスへのトラフィック ポリシー

の適用
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トラフィック分類およびポリシーの設定
ACL によるトラフィックのフィルタ

特定の IP アドレスまたはネットワーク全体との間で送受信するトラフィックを

許可または拒否するには、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リ
スト）を設定します。ACL では、特定のインターフェイスまたはすべてのイン

ターフェイスで明示的に許可したトラフィックにだけアクセスを許可することに

よって、ACE およびデータセンターにセキュリティの対策手段を提供します。

ACL は、送信元アドレス、宛先アドレス、プロトコル、ポートなどの特別な基

準を備えた一連の許可または拒否エントリから設定されています。すべての 
ACL には暗黙的な拒否（deny）ステートメントが含まれているため、ACE との

間でトラフィックの送受信を許可するには、明示的な許可（permit）エントリを

追加する必要があります。ACL の詳細については、『Cisco Application Control 
Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィックの分類

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィックを分類するには、アプリ

ケーション要件に応じてクラス マップを設定し、一致基準を指定します。トラ

フィック フローが特定の一致基準と一致すると、ACE では、クラス マップが関

連付けられているポリシー マップに指定されたアクションを適用します。ポリ

シー マップは、（コンテキスト内でのすべての VLAN インターフェイスまたは

単一の VLAN インターフェイスに対してグローバルな）サービス ポリシーに

よってポリシー マップを適用したインターフェイスに入るトラフィックに適用

されます。

SLB 用にレイヤ 3 およびレイヤ 4 で動作するクラス マップでは通常、Virtual IP
（VIP; 仮想 IP）アドレスを一致基準として使用します。SLB 用のレイヤ 3 およ

びレイヤ 4 クラス マップの詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシン

グに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

レイヤ 7 トラフィックの分類

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ以外に、HTTP cookie、HTTP ヘッダー、

URL 設定など高度なロード バランシング一致基準に対して、レイヤ 7 クラス 
マップを設定することもできます。レイヤ 7 クラス マップを設定したら、このク

ラス マップをレイヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。レイヤ 7 ポリシー マッ

プは、インターフェイスに直接適用できません（「トラフィック ポリシーの作成」
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トラフィック分類およびポリシーの設定
を参照）。SLB 用のレイヤ 7 クラス マップの詳細については、第 3 章「サーバ 
ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してくださ

い。

パラメータ マップの設定

パラメータ マップでは、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップで使用する関

連 HTTP または RTSP のアクションを組み合わせます。パラメータ マップは、

ACE インターフェイスに入るトラフィックに対し、特定の基準に基づいてアク

ションを実行するための手段です。基準としては、HTTP ヘッダーや cookie の
設定、サーバ接続の再使用、HTTP ヘッダーや cookie や URL が設定済み 大長

を超えると実行されるアクションなどが使用されます。パラメータ マップの設

定後、そのパラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連

付けます。HTTP または RTSP のロード バランシング パラメータ マップの設定

に関する詳細は、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポ
リシーの設定」を参照してください。

トラフィック ポリシーの作成

ACE ではポリシー マップを使用することによって、クラス マップとパラメータ 
マップを組み合わせてトラフィック ポリシーにし、ポリシーに設定された基準

と一致するトラフィックに対して特定の設定済みアクションを実行します。ポリ

シー マップは、レイヤ 3 とレイヤ 4、およびレイヤ 7 で動作します。ACE では

レイヤ 7 ポリシー マップが子マップと見なされるため、サービス ポリシーを使

用してトラフィック ポリシーをインターフェイスに適用するには、各レイヤ 7 
ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連付ける必要が

あります。SLB トラフィック ポリシーの設定の詳細については、第 3 章「サー

バ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してくだ

さい。

サービス ポリシーを使用したインターフェイスへのトラ
フィック ポリシーの適用

トラフィック ポリシーを 1 つまたは複数のインターフェイスに適用するには、

サービス ポリシーを使用します。サービス ポリシーは、個々のインターフェイ

スに対して、または入力方向だけのコンテキストにおけるすべてのインターフェ

イスに対してグローバルに使用できます。インターフェイスでサービス ポリ
1-7
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド         

OL-11867-01-J



   

第 1 章      概要        

接続制限およびレート制限
シーを使用する場合は、クラス マップ、パラメータ マップ、およびレイヤ 7 ポ
リシー マップが関連付けられていて一致基準を備えたレイヤ 3 およびレイヤ 4 
ポリシー マップを適用して有効にします。サービス ポリシーを使用して、トラ

フィック ポリシーをインターフェイスに適用する方法の詳細については、第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照

してください。

接続制限およびレート制限
システム リソースを保護するために、ACE は次の項目を制限できるようになっ

ています。

 • 大接続数

 • 接続レート（1 秒あたりの接続数。実サーバを宛先とした新規接続に適用さ

れる）

 • 帯域幅レート（1 秒当たりのバイト数。ACE と実サーバの間の双方向の

ネットワーク トラフィックに適用される）

詳細については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」および

『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参

照してください。

ロード バランサとしての ACE の厳密な使用
ACE を SLB デバイスとして厳密に動作させることができます。SLB だけを使用

する場合は、特定のパラメータを設定し、ACE セキュリティ機能の一部をディ

セーブルにする必要があります。デフォルトでは ACE は、ACE インターフェイ

スに入るトラフィックに対して、TCP/IP 正規化チェックおよび ICMP セキュリ

ティ チェックを実行します。次の設定を使用すると、ネットワーク アプリケー

ションでの必要に応じて非対称ルーティングを行うこともできます。

主な設定項目は次のとおりです。

 • ACL をグローバルにすべて許可するよう設定します。コンテキスト内のす

べてのインターフェイスに適用してすべてのポートを開くようにします。

 • TCP/IP 正規化のディセーブル化

 • ICMP セキュリティ チェックのディセーブル化

 • SLB の設定
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ロード バランサとしての ACE の厳密な使用   
SLB 専用に ACE を動作させるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 グローバルにすべて許可するように ACL を設定し、この ACL をコンテキスト

内のすべてのインターフェイスに適用します。このアクションによって、現在の

コンテキスト内のすべてのポートが開かれます。

host1/Admin(config)# access-list ACL1 extended permit ip any any
host1/Admin(config)# access-group input ACL1

ステップ 2 ロード バランシング サービス ポリシーを使用して VIP を設定する各インター

フェイスに対して、デフォルトの TCP/IP 正規化チェックをディセーブルにしま

す。TCP 正規化の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module 
Security Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 100
host1/Admin(config-if)# no normalization

注意 TCP 正規化をディセーブルにすると、ACE およびデータセンターが

セキュリティ リスクにさらされるおそれがあります。TCP 正規化で

は、トラフィックに奇妙なまたは悪意のあるセグメントを検出する厳

密なセキュリティ ポリシーを実施することによって、ACE および

データセンターを攻撃者から防御します。

ステップ 3 ロード バランシング サービス ポリシーを使用して VIP を設定する各インター

フェイスに対して、デフォルトの ICMP セキュリティ チェックをディセーブル

にします。ICMP セキュリティ チェックの詳細については、『Cisco Application 
Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config-if)# no icmp-guard

注意 ACE ICMP セキュリティ チェックをディセーブルにすると、ACE お
よびデータセンターがセキュリティ リスクにさらされるおそれがあり

ます。また、no icmp-guard コマンドの入力後、ACE は、エラー パ
ケット内の ICMP ヘッダーおよびペイロードに Network Address 
Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）を実行しないため、

実際のホスト IP アドレスが攻撃者にさらされるおそれがあります。

ステップ 4 SLB を設定します。詳細については、このガイドの残りの章を参照してください。
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次の作業
次の作業
ACE で SLB の設定を開始するには、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファーム

の設定」に進んでください。
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C H A P T E R 2

実サーバおよびサーバ ファームの
設定

この章では、ロード バランシングにおける実サーバおよびサーバ ファームの機

能、およびこれらを ACE モジュールで設定する方法について説明します。この

章の内容は次のとおりです。

 • 実サーバの設定

 • サーバ ファームの設定

 • 実サーバの設定および統計情報の表示

 • 実サーバの統計情報および接続のクリア

 • サーバ ファームの設定および統計情報の表示

 • サーバ ファームの統計情報のクリア

 • 次の作業

この章では、Asymmetric Server Normalization（ASN; 非対称サーバ正規化）機

能についても説明します（「ASN の設定」を参照）。
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実サーバの設定
実サーバの設定
ここでは、実サーバおよびその設定方法について説明します。具体的な内容は次

のとおりです。

 • 実サーバの概要

 • 実サーバの管理

 • 実サーバの設定のクイック スタート

 • 実サーバの作成

 • 実サーバの説明の設定

 • 実サーバ IP アドレスの設定

 • 実サーバのヘルス モニタリングの設定

 • 実サーバ プローブに対する AND ロジックの設定

 • 実サーバの接続制限の設定

 • 実サーバのレート制限の設定

 • 実サーバのリロケーション文字列の設定

 • 実サーバの重みの設定

 • 実サーバの稼動

 • サーバの通常シャットダウン

 • 実サーバの設定例

実サーバの概要

実サーバとは専用物理サーバのことで、通常はサーバ ファームと呼ばれるグ

ループを構成します。実サーバは、HTTP や XML コンテンツ、ストリーミング 
メディア（ビデオや音声）、Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル

転送プロトコル）や FTP（ファイル転送プロトコル）のアップロードとダウン

ロードなどのサービスをクライアントに提供します。実サーバは、名前で識別さ

れ、IP アドレス、接続制限、および重み値で特徴付けられます。
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実サーバの設定
ACE では、ポリシー マップ内でトラフィック分類マップ（クラス マップ）を使

用して対象のトラフィックをフィルタし、SLB（サーバ ロード バランシング）

設定に基づいてこのトラフィックに特定のアクションを適用します。クラス 
マップを使用して、仮想サーバのアドレスおよび定義を設定します。ロード バ
ランシング プレディクタ アルゴリズム（ラウンドロビンや 小接続など）は、

ACE の接続要求の送信先のサーバを決定します。SLB のトラフィック ポリシー

の設定に関する詳細は、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラ

フィック ポリシーの設定」を参照してください。

実サーバの設定のクイック スタート

表 2-1 は、実サーバの設定に必要な手順の概要です。各手順には、その作業を完

了するために必要な CLI コマンド、または手順の参照先が含まれています。各

機能および CLI コマンドに関連付けられているすべてのオプションについての

詳細は、表 2-1 以降のセクションを参照してください。

表 2-1 実サーバの設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要に応じ

て、適切なコンテキストに変更するか、または直接ログインします。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成の詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host/Admin# config 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. 実サーバを設定し、実サーバのコンフィギュレーション モードに入ります。

host1/Admin(config)# rserver SERVER1
host1/Admin(config-rserver-host)# 
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実サーバの設定
実サーバの作成

コンフィギュレーション モードで rserver コマンドを使用すると、実サーバを

設定し、実サーバ コンフィギュレーション モードに入ることができます。 大

で 16,383 の実サーバを作成することができます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

rserver [host | redirect] name

4. （推奨）実サーバの説明を入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# description accounting 
department server

5. ドット付き 10 進表記で実サーバの IP アドレスを設定します。

host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 192.168.12.15

6. 1 つまたは複数の既存プローブをヘルス モニタリング用として実サーバに

割り当てます。

host1/Admin(config-rserver-host)# probe PROBE1

7. 実サーバが過負荷にならないようにするには、接続制限を設定します。

host1/Admin(config-rserver-host)# conn-limit max 20000000 min 
15000000

8. Weighted Round-Robin（WRR; 重み付けラウンドロビン）または 小接

続プレディクタ方式を使用する場合は、実サーバの重みを設定します。

host1/Admin(config-rserver-host)# weight 50

9. 実サーバを稼動させます。

host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# Ctrl-Z

10. 次のコマンドを使用して、実サーバの設定を表示します。必要に応じて設

定を変更し、コマンドを再入力して設定の変更を確認します。

host1/Admin# show running-config rserver

11.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 2-1 実サーバの設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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実サーバの設定
このコマンドのキーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • host - （省略可能、デフォルト）コンテンツおよびサービスをクライアント

に提供する標準的な実サーバを指定します。

 • redirect - （任意）webhost-redirection コマンドの relocn-string 引数で指

定した新しい場所にトラフィックをリダイレクトするために使用する実サー

バを指定します。「実サーバのリロケーション文字列の設定」を参照してく

ださい。

 • name - 実サーバの識別子です。引用符で囲まずにスペースを入れないで、

64 文字以内で英数字を入力します。

（注） host タイプの実サーバを関連付けることができるのは、host タイプのサーバ 
ファームだけです。redirect タイプの実サーバを関連付けることができるのは、

redirect タイプのサーバ ファームだけです。

たとえば、タイプ host の実サーバを作成するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver server1
host1/Admin(config-rserver-host)# 

設定からタイプ host の実サーバを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no rserver server1

タイプ redirect の実サーバを作成するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver redirect server2
host1/Admin(config-rserver-redir)#

設定からタイプ redirect の実サーバを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no rserver redirect server2

（注） これ以降の説明は、特に指示のない限り、実サーバの両方のタイプに適用されます。

実サーバの説明の設定

実サーバ host または実サーバ redirect コンフィギュレーション モードで 
description コマンドを使用すると、実サーバの説明を設定することができます。

このコマンドの構文は次のとおりです。
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description string

string 引数には、引用符（" "）とスペースを含めて 240 文字以内の英数字を入力

します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver server1
host1/Admin(config-rserver-host)# description accounting server

設定から実サーバの説明を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no description

実サーバ IP アドレスの設定

ACE が host タイプの実サーバにアクセスできるように、IP アドレスを設定しま

す。実サーバ host コンフィギュレーション モードで ip address コマンドを使用

すると、IP アドレスを設定することができます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

ip address ip_address

ip_address 引数には、一意な IPv4 アドレスをドット付き 10 進表記

（192.168.12.15 など）で入力します。IP アドレスは現在のコンテキスト内で重

複してはなりません。

たとえば、アドレスを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver server1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 192.168.12.15

設定から実サーバ IP アドレスを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no ip address

実サーバのヘルス モニタリングの設定

実サーバのヘルスおよびアベイラビリティをチェックするために、ACE では定

期的にプローブを実サーバに送信します。サーバの応答に応じて、ACE は、

サーバをロード バランシングの決定に含めるかどうかを判断します。プローブ

の詳細については、第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照してください。
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実サーバ host コンフィギュレーション モードで probe コマンドを使用すると、

1 つまたは複数の既存プローブを実サーバに割り当てることができます。このコ

マンドは、タイプ host の実サーバにだけ適用されます。このコマンドの構文は

次のとおりです。

probe name

name 引数には、既存のプローブの名前を入力します。スペースを含まず引用符

なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver server1
host1/Admin(config-rserver-host)# probe probe1

設定から実サーバのプローブを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no probe probe1

実サーバ プローブに対する AND ロジックの設定

デフォルトでは、複数のプローブが設定されている実サーバには、OR ロジック

が関連付けられます。したがって、実サーバ プローブのいずれか 1 つがエラー

になった場合、その実サーバはエラーとなり、PROBE-FAILED 状態になりま

す。関連付けられたすべてのプローブがエラーになる場合を除いて実サーバを 
OPERATIONAL 状態にしておく（AND ロジック）ように設定するには、実

サーバ host コンフィギュレーション モードで fail-on-all コマンドを使用しま

す。このコマンドはすべてのプローブ タイプに適用されます。プローブの詳細

については、第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照してください。

（注） fail-on-all コマンドは、サーバ ファームおよびサーバ ファーム内の実サーバに

設定できます。「サーバ ファーム プローブに対する AND ロジックの設定」およ

び「サーバ ファーム内の実サーバ プローブに対する AND ロジックの設定」を

参照してください。

このコマンドの構文は次のとおりです。

fail-on-all
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たとえば、関連付けられているすべてのプローブがエラーになる場合を除いて、

SERVER1 実サーバを OPERATIONAL 状態にしておくように設定するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver SERVER1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 192.168.12.15
host1/Admin(config-rserver-host)# probe HTTP_PROBE
host1/Admin(config-rserver-host)# probe ICMP_PROBE
host1/Admin(config-rserver-host)# fail-on-all

この例では、HTTP_PROBE がエラーになっても、SERVER1 実サーバは 
OPERATIONAL 状態を維持します。両方のプローブがエラーになると、この実

サーバはエラーとなり、PROBE-FAILED 状態になります。

実サーバからAND プローブ ロジックを削除して、動作をデフォルトの OR ロ
ジックに戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no fail-on-all

実サーバの接続制限の設定

実サーバの過負荷を防ぎ、システム リソースを節約するには、サーバへのアク

ティブ接続数を制限します。実サーバ host または実サーバ redirect コンフィギュ

レーション モードで conn-limit コマンドを使用すると、 大および 小の接続

しきい値を設定することができます。このコマンドの構文は次のとおりです。

conn-limit max maxconns min minconns

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • max maxconns - 実サーバへのアクティブ接続の許容可能な 大数を指定し

ます。接続数が maxconns しきい値を超えると、ACE は実サーバへの接続

の送信を停止し、接続数が minconns 設定値未満になるまで、その実サーバ

に MAXCONNS の状態を割り当てます。2 ～ 4000000 の整数を入力しま

す。デフォルト値は 4000000 です。

 • min minconns - 小接続数を指定します（ 大接続しきい値を超えたあと、

そのサーバに接続を送信するためには、接続数がこの値未満になる必要があ

ります）。2 ～ 4000000 の整数を入力します。デフォルト値は 4000000 で
す。minconns 値は、maxconns 値以下である必要があります。
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ACE は 2 つの Network Processor（NP; ネットワーク プロセッサ）を備えてい

るため、実サーバの maxconns 値は、可能な限り 2 つの NP に均等に分割されま

す。maxconns に奇数値を設定すると、一方の NP の maxconns 値は、他方の NP 
の値より 1 大きくなります。maxconns の値がきわめて小さい場合は、一方の 
NP に接続を処理するキャパシティがあっても、接続を拒否できます。

maxconns 引数に 3 という値を設定するシナリオについて考えてみます。一方の 
NP の値が 2 で、もう一方の NP の値が 1 の場合、両方の NP がそのサーバの接

続限界に達すると、そのサーバに対する次の接続要求は拒否され、show 
serverfarm detail コマンドの Out-of-rotation Count フィールドが 1 増分されま

す。次に、maxconns 値が 2 の NP 上で接続が 1 つクローズしたとします。ACE 
への次の接続要求が maxconns 値 1 の NP にヒットし、このNP がすでに限界に

達している場合、たとえもう一方の NP に接続処理のキャパシティがあっても、

ACE は接続を拒否します。

実サーバへのアクティブな接続がいくつかある場合 minconns 値を変更すると、

そのサーバは、実際には接続数が maxconns 値に達していなくても 
MAXCONNS 状態になる可能性があります。maxconns 値を 10 に、minconns 
値を 5 に設定したとします。ACE は 2 つの NP にできる限り均等に値を分割し

ます。この場合、どちらの NP も maxconns 値は 5 になりますが、NP1 の 
minconns 値は 3、NP2 の minconns 値は 2 になります。

実サーバへのアクティブな接続数が 10 の場合、両方の NP とサーバが 
MAXCONNS 状態になります。実サーバへの 4 つの接続がクローズされ、アク

ティブな接続が 6 になると、両方の NP の接続数がそれぞれ 3 になりますが、両

方の NP とも（したがって実サーバも）MAXCONNS 状態のままです。NP が 
MAXCONNS 状態を脱するには、NP への接続数が minconns 値未満になる必要

があります。

サーバの minconns 値を 7 に変更すると、NP1 は接続数（3）が minconns 値 4 よ
りも 1 小さくなるので、OPERATIONAL 状態になります。NP2 は引き続き 
MAXCONNS 状態です（minconns 値 = 接続数 = 3）。実サーバへの接続合計数が 
8 だけの（そのサーバの maxconns 値 10 より 2 小さい）場合、NP1 はさらに 2 
つ接続を処理できます。
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また、サーバ ファーム構成内の実サーバに、 小接続数および 大接続数を指

定することもできます。サーバ ファーム内のサーバに設定する 小接続数と

大接続数の合計は、実サーバ コンフィギュレーション モードでグローバルに設

定する 小接続数および 大接続数を超えることはできません。サーバ ファー

ム構成内の実サーバの 大接続数の設定については、「サーバ ファーム内の実

サーバの接続制限の設定」を参照してください。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver server1
host1/Admin(config-rserver-host)# conn-limit max 5000 min 4000

実サーバの 大接続制限および 小接続制限をデフォルト値の 4000000 にリ

セットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no conn-limit

実サーバのレート制限の設定

「実サーバの接続制限の設定」 では、実サーバへのアクティブな接続合計数を制

限する方法でシステム リソースを節約する（ACEを参照）だけでなく、実サー

バの接続レートと帯域幅レートを制限することもできます。接続レートは ACE 
が 1 秒間に受信する接続数のことで、実サーバへの新しい接続だけに適用されま

す。帯域幅レートは 1 秒当たりのバイト数で、ACE と実サーバ間で双方向に交

換されるネットワーク トラフィックに適用されます。

実サーバが複数のサーバ ファームに関連付けられている場合、ACE は集約され

た接続レートまたは帯域幅レートを使用して、その実サーバがレート制限を超過

しているかどうかを判断します。特定のサーバへの着信トラフィックの接続レー

トまたは帯域幅レートがそのサーバに設定されているレート制限を超えている場

合、ACE は接続レートまたは帯域幅レートが設定された制限値を下回るまで、

その実サーバへのその後のトラフィックをブロックします。ACE はさらに、ブ

ロックした実サーバをその後のロード バランシングの判断から除外し、サーバ 
ファーム内の実サーバのうち、現在の接続レートまたは帯域幅レートが設定され

た制限値以下のサーバだけを考慮対象としてロード バランシングを行います。

デフォルトでは、ACE は実サーバの接続レートと帯域幅レートのいずれも制限

しません。

次の接続レートおよび帯域幅レートも制限できます。

 • サーバ ファーム内の実サーバ。詳細については、「サーバ ファーム内の実

サーバの接続制限の設定」を参照してください。
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 • 接続パラメータ マップ内の仮想サーバ。詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照し

てください。

実サーバの接続レートまたは帯域幅レートを制限するには、実サーバ host コン

フィギュレーション モードで rate-limit コマンドを使用します。このコマンド

の構文は次のとおりです。

rate-limit {connection number1 | bandwidth number2}

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • connection number1 - 1 秒あたりの接続数で、実サーバの接続レート制限値を

指定します。2 ～ 350000 の整数を入力します。デフォルト値はありません。

 • bandwidth number2 - 1 秒あたりのバイト数で実サーバの帯域幅レート制限

値を指定します。2 ～ 300000000 の整数を入力します。デフォルト値はあ

りません。

（注） ACE は両方の NP にレート制限を適用します。たとえば、レート制限値 500 を
設定した場合、ACE は各 NP に 250 のレート制限値を適用します。

集約レベルの実サーバの接続レートを 1 秒当たり 100,000 接続に制限するには、

次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver host SERVER1
host1/Admin(config-rserver-host)# rate-limit connection 100000

実サーバの接続レートを制限しないというデフォルトの動作に ACE を戻すに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no rate-limit connection 100000

たとえば、実サーバの帯域幅レートを 1 秒あたり 5000000 バイトに制限するに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver host SERVER1
host1/Admin(config-rserver-host)# rate-limit bandwidth 5000000

実サーバの帯域幅レートを制限しないというデフォルトの動作に ACE を戻すに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no rate-limit bandwidth 5000000
2-11
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド         

OL-11867-01-J



  

第 2 章      実サーバおよびサーバ ファームの設定         

実サーバの設定
実サーバのリロケーション文字列の設定

リロケーション文字列またはポート番号で指定された場所にクライアント要求を

リダイレクトするように、実サーバを設定することができます。実サーバ 
redirect コンフィギュレーション モードで webhost-redirection コマンドを使用

すると、リダイレクション サーバ（タイプ redirect）として設定した実サーバ

に対してリロケーション文字列を設定することができます。このコマンドの構文

は次のとおりです。

webhost-redirection relocation_string [301 | 302]

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • relocation_string - 別のサーバに要求をリダイレクトする場合に使用する 
URL 文字列です。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 
255 文字）。リロケーション文字列は、次の特殊文字をサポートしています。

 – %h - 要求の Host ヘッダーのホスト名を挿入します。

 – %p - 要求の URL パス文字列を挿入します。

（注） リロケーション文字列に疑問符（?）を挿入するには、Ctrl-v を押し

てから、疑問符を入力します。

 • [301 | 302] - クライアントに返されるリダイレクション ステータス コードを

指定します。これらコードの意味は、次のとおりです。

 – 301 - 要求されたリソースは完全に移動されました。後でこのリソース

を参照するには、クライアントは返された URL のいずれかを使用する

必要があります。

 – 302 - （デフォルト）要求されたリソースは見つかりましたが、一時的

に別の場所に移されています。後でこのリソースを参照するには、クラ

イアントは、要求 URI を引き続き使用する必要があります。リソース

は、場合によっては別の場所に移されることがあるからです。

リダイレクション ステータス コードの詳細については、RFC 2616 を参照し

てください。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# rserver redirect SERVER1
host1/Admin(config-rserver-redir)# webhost-redirection 
http://%h/redirectbusy.cgi?path=%p 302
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次のクライアント GET 要求を想定します。

GET /helloworld.html HTTP/1.1
Host: www.cisco.com

リダイレクト応答は、次のようになります。

HTTP/1.1 302 Found
Location: http://www.cisco.com/redirectbusy.cgi?path=/helloworld.html

設定からリロケーション文字列を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-redir)# no webhost-redirection

実サーバの重みの設定

実サーバ host コンフィギュレーション モードで weight コマンドを使用すると、

タイプ host または redirect の実サーバの接続キャパシティを、サーバ ファーム

内の他のサーバとの相対的な値として設定できます。ACE は、サーバ用に WRR 
および 小接続ロード バランシング プレディクタに指定した重み値を使用しま

す。大きな重み値が設定されているサーバは、重み値が小さいサーバと比べて、

接続に関してプライオリティが高くなっています。たとえば、重み値が 5 のサー

バは、重み値が 1 のサーバの 1 つの接続について 5 つの接続を受け取ります。

（注） 小接続プレディクタの場合、サーバの重みが有効なのは、その実サーバに対し

てオープンしている接続が存在する場合だけです。どのサーバにも接続が維持さ

れていない場合、 小接続プレディクタ方式は、ラウンドロビン方式と同じよう

に動作します。

サーバ ファーム内でタイプ host の実サーバにさまざまな重み値を指定するに

は、複数の IP アドレスをサーバに割り当てます。複数の異なるポート番号を持

つ実サーバの場合は、同じ IP アドレスを使うこともできます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

weight number

number 引数は、サーバ ファーム内の実サーバに割り当てられる重み値です。

1 ～ 100 の整数を入力します。デフォルト値は 8 です。
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# weight 50

実サーバの設定済み重みをデフォルト値の 8 にリセットするには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no weight

実サーバの稼動

実サーバへの接続の送信を開始する前に、サーバを稼動させる必要があります。

実サーバ host または実サーバ redirect コンフィギュレーション モードで 
inservice コマンドを使用すると、実サーバを稼動させることができます。この

コマンドの構文は次のとおりです。

inservice

（注） 作成した実サーバを稼動させるには、タイプ host のサーバに 小の IP アドレス

を設定するか、またはタイプ redirect のサーバに webhost リロケーション文字

列を設定する必要があります。

たとえば、実サーバを稼動させるには、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# inservice

実サーバの管理 
プライマリ実サーバで障害が発生すると、ACE はこのサーバを非稼動にし、

ロード バランシングの対象から外します。障害が発生した実サーバに対して

バックアップ サーバを設定していた場合は、ACE は、プライマリ実サーバの接

続をバックアップ サーバにリダイレクトします。バックアップ サーバの設定の

詳細については、「実サーバのバックアップ サーバの設定」を参照してくださ

い。

ACE は、次の理由で実サーバを非稼動にすることができます。

 • プローブの失敗

 • Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）タイムアウト

 • no inservice コマンドの入力（「サーバの通常シャットダウン」を参照）
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 • inservice standby コマンドの入力（「スティッキ接続を備えたサーバの通常

シャットダウン」を参照）

スティッキ接続を備えたサーバの場合、このサーバが非稼動になると、ACE は
スティッキ データベースからスティッキ エントリを削除します。スティッキ性

の詳細については、第 5 章「スティッキ機能の設定」を参照してください。

実サーバに障害が発生した場合は、failaction purge コマンドを使用して、レイ

ヤ 3 およびレイヤ 4 接続を削除するように ACE に指示できます。実サーバに障

害が発生しても、ACE のデフォルトの動作では、既存の接続に対して何も行い

ません。また、failaction reassign コマンドを使用することにより、プライマリ 
サーバの障害時には既存の接続をバックアップ サーバに（設定されている場合）

送信するように ACE に指示することもできます。failaction コマンドの詳細に

ついては、「サーバ障害時の ACE のアクションの設定」を参照してください。

レイヤ 7 接続の場合は、persistence-rebalance コマンドを入力することによっ

て、HTTP 要求を再分散するように ACE に指示できます。

persistence-rebalance コマンドの詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラ

ンシングに関するトラフィック ポリシーの設定」の「HTTP 持続性再バランス

のイネーブル化」を参照してください。

no inservice コマンドまたは inservice standby コマンドを使用して、プライマ

リ実サーバを通常に手動で非稼動にすることもできます。どちらのコマンドで

も、サーバは通常にシャットダウンされます。スティッキ性を設定しておらず、

メンテナンスまたはソフトウェア アップグレードのためにサーバを非稼動にす

る必要がある場合は、no inservice コマンドを使用します。no inservice コマン

ドを使用すると、ACE は次のことを実行します。

 • サーバへの既存の非 TCP 接続を解除します。

 • 既存の TCP 接続を完了させます。

 • サーバへの新規の接続を拒否します。

スティッキ性が設定されている場合は、inservice standby コマンドを使用して、

プライマリ実サーバを通常に非稼動にします。inservice standby コマンドを使

用すると、ACE は次のことを実行します。

 • サーバへの既存の非 TCP 接続を解除します。

 • 現在の TCP 接続を完了させます。

 • スティッキ データベースのエントリと一致する、既存のサーバ接続に対す

る新規のスティッキ接続を許可します。

 • 新規のすべての接続（上記の一致するスティッキ接続以外のもの）の負荷を

サーバ ファームの他のサーバに分散させます。

 • 後に、サーバを非稼動にします。
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サーバの通常シャットダウン

実サーバ host または実サーバ redirect コンフィギュレーション モードで no 
inservice コマンドを使用すると、実サーバを通常にシャットダウンすることが

できます。このコマンドによって、ACE は、サーバへのすべての非 TCP 接続を

リセットします。TCP 接続の場合、ACE が実サーバを非稼動にする前に、既存

のフローは完了することができます。新規の接続は許可されません。

（注） no inservice コマンドを特定の実サーバに入力すると、ACE は、このサーバへ

のすべての Secure Sockets Layer（SSL）接続をリセットします。

このコマンドの構文は次のとおりです。

no inservice

たとえば、実サーバを通常にシャットダウンするには（メンテナンスまたはソフ

トウェア アップグレードなどのため）、次のように入力します。

host1/Admin(config-rserver-host)# no inservice

実サーバの設定例

次の例は、複数の実サーバを作成する実行コンフィギュレーションを示していま

す。これらのコンフィギュレーションは、ホストを実サーバとして指定する方

法、および実サーバがトラフィックを別の場所にリダイレクトするように指定す

る方法を示しています。次の 2 つの例では、実サーバのコンフィギュレーション

を太字で示しています。

 • コンテンツを格納する実サーバ

 • クライアント要求をリダイレクトする実サーバ

コンテンツを格納する実サーバ

次の例は、3 つの実サーバの作成、これらの稼動、およびサーバ ファームへの各

実サーバの追加を示しています。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host SERVER1
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  ip address 192.168.252.245
  inservice
rserver host SERVER2
  ip address 192.168.252.246
  inservice
rserver host SERVER3
  ip address 192.168.252.247
  inservice
serverfarm host SFARM1
  probe HTTP_PROBE
  predictor roundrobin
  rserver SERVER1
     weight 10
     inservice
  rserver SERVER2
     weight 20
     inservice
  rserver SERVER3
     weight 30
     inservice

クライアント要求をリダイレクトする実サーバ

次の例では、/redirect-100k.html、/redirect-10k.html、または /redirect-1k.html 
で終わる URL と一致するすべての着信接続を、適切なサーバ ファームにリダイ

レクトする一連の実サーバを指定します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver redirect SERVER1
  webhost-redirection http://192.168.120.132/redirect-100k.html 301
  inservice
rserver redirect SERVER2
  webhost-redirection http://192.168.120.133/redirect-10k.html 301
  inservice
rserver redirect SERVER3
  webhost-redirection http://192.168.120.134/redirect-1k.html 301
  inservice
serverfarm redirect SFARM1
    rserver SERVER1
    inservice
serverfarm redirect SFARM2
    rserver SERVER2
    inservice
serverfarm redirect SFARM3
    rserver SERVER3
    inservice
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サーバ ファームの設定
ここでは、サーバ ファームおよびその設定方法について説明します。具体的な

内容は次のとおりです。

 • サーバ ファームの概要

 • サーバ ファームの設定のクイック スタート

 • サーバ ファームの作成

 • サーバ ファームの説明の設定

 • サーバ障害時の ACE のアクションの設定

 • 複数のヘルス プローブとサーバ ファームとの関連付け

 • サーバ ファーム プローブに対する AND ロジックの設定

 • サーバ ファーム プレディクタ方式の設定

 • サーバ ファームの HTTP リターン コード チェックの設定

 • 部分サーバ ファーム フェールオーバーの設定

 • 実サーバとサーバ ファームの関連付け

 • バックアップ サーバ ファームの設定

 • NAT の不使用の設定

 • ASN の設定

 • サーバ ファームの設定例

サーバ ファームの概要

サーバ ファームとは、同じコンテンツを格納し、通常はデータセンター内の同

一の物理的な場所にあるネットワーク化された実サーバのグループのことです。

多くの場合 Web サイトは、サーバ ファーム内に設定されたサーバのグループか

ら構成されています。ソフトウェアの負荷を分散すると、コンテンツまたはサー

ビスを求めるクライアント要求は、設定済みポリシー、トラフィック分類、サー

バ アベイラビリティ、負荷などの要因に基づいて実サーバに分散されます。1 つ
のサーバがダウンすると、別のサーバが処理を引き継ぎ、要求をしてきたクライ

アントに同じコンテンツを引き続き提供します。
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サーバ ファームの設定のクイック スタート

表 2-2 は、サーバ ファームの設定に必要な手順の概要です。各手順には、その

作業を完了するために必要な CLI コマンド、または手順の参照先が含まれてい

ます。各機能および CLI コマンドに関連付けられているすべてのオプションに

ついての詳細は、表 2-2 以降のセクションを参照してください。

表 2-2 サーバ ファームの設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要に応じ

て、適切なコンテキストに変更するか、または直接ログインします。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host/Admin# config 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. サーバ ファームを設定します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)#

4. 同じまたは異なるプロトコルの 1 つまたは複数のヘルス プローブをサーバ 
ファームに関連付けます。必要に応じてコマンドを入力し、追加のプロー

ブをサーバ ファームに関連付けます。

host1/Admin(config-sfarm-host)# probe PROBE1

5. サーバ ファームのプレディクタ（ロード バランシング）方式を設定します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor leastconns

6. サーバ ファーム用の HTTP リターン コード チェックを設定します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# retcode 200 500 check count
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7. （任意）ACE で NAT を使用して VIP をサーバ IP アドレスに変換しない場

合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# transparent

8. 既存の実サーバをサーバ ファームに関連付け、サーバ ファームの host 実
サーバ コンフィギュレーション モードに入ります。

host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 3000
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# 

9. （任意）サーバ ファームに関連付けられた実サーバの重みを設定します。

ACE は WRR 方式および 小接続プレディクタ方式で、この重み値を使用

します。重みを設定しない場合、ACE は、実サーバ コンフィギュレー

ション モードで実サーバに設定されたグローバル重み値を使用します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# weight 50

10. 実サーバが使用不可能になる場合に備えて、バックアップ サーバを設定し

ます。バックアップ サーバは、ソーリー サーバとして機能することがで

きます。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# backup rserver SERVER2 4000

11. サーバ ファーム内の実サーバのヘルス モニタリング用に、同じまたは異

なるプロトコルのプローブを 1 つ以上設定します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# probe PROBE1_TCP

12. サーバ ファーム内の実サーバに接続制限を設定します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# conn-limit max 5000 min 4000

13. 実サーバを稼動させます。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# Ctrl-z

14.（推奨）次のコマンドを使用して、サーバ ファームの設定を表示します。必

要に応じて設定を変更し、コマンドを再入力して設定の変更を確認します。

host1/Admin# show running-config serverfarm

15.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 2-2 サーバ ファームの設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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サーバ ファームの作成

コンフィギュレーション モードで serverfarm コマンドを使用すると、新規サー

バ ファームの作成または既存サーバ ファームの変更を行い、サーバ ファーム コ
ンフィギュレーション モードに入ることができます。ACE ごとに 大 16,384 
のサーバ ファームを設定することができます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm [host | redirect] name

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • host - （省略可能、デフォルト）コンテンツおよびサービスをクライアント

に提供する実サーバから構成され、サーバ ファーム host コンフィギュレー

ション モードにアクセスする標準的なサーバ ファームを指定します。

 • redirect - （任意）実サーバ設定でのリロケーション文字列で指定された別

の場所にクライアント要求をリダイレクトする実サーバだけから構成され、

サーバ ファーム redirect コンフィギュレーション モードにアクセスする

サーバ ファームを指定します。「実サーバのリロケーション文字列の設定」

を参照してください。リダイレクト サーバ ファームをタイプ redirect の
バックアップ サーバ ファームとして指定することにより、ソーリー サーバ 
ファームとして使用できます。詳細は、第 3 章「サーバ ロード バランシン

グに関するトラフィック ポリシーの設定」の「ソーリー サーバ ファームの

設定」を参照してください。

 • name - サーバ ファームの一意な識別子です。スペースを含まず引用符なし

の英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、タイプが host で、SF1 というサーバ ファーム作成するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)#

たとえば、タイプが redirect で、SF2 というサーバ ファーム作成するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm redirect SF2
host1/Admin(config-sfarm-redirect)#

サーバ ファームを作成したら、以降のセクションの説明に従って、他のサーバ 
ファーム属性を設定し、実サーバをサーバ ファームに追加します。

 • サーバ ファームの説明の設定

 • サーバ障害時の ACE のアクションの設定
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 • 複数のヘルス プローブとサーバ ファームとの関連付け

 • サーバ ファーム プローブに対する AND ロジックの設定

 • サーバ ファーム プレディクタ方式の設定

 • サーバ ファームの HTTP リターン コード チェックの設定

 • 部分サーバ ファーム フェールオーバーの設定

 • 実サーバとサーバ ファームの関連付け

 • NAT の不使用の設定

 • ASN の設定

サーバ ファームの説明の設定

サーバ ファーム host またはサーバ ファーム redirect コンフィギュレーション 
モードで description コマンドを使用すると、サーバ ファームのテキスト説明を

入力することができます。このコマンドの構文は次のとおりです。

description text

text 引数には、240 文字以内の英数字でサーバ ファームの説明を入力します。

たとえば、サーバ ファームの説明を入力するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# description CURRENT EVENTS ARCHIVE

サーバ ファームの説明を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no description

サーバ障害時の ACE のアクションの設定

サーバ ファームの実サーバで障害が発生した場合に、接続に関して ACE が実行

するアクションを設定することができます。サーバ ファーム host またはサーバ 
ファーム redirect コンフィギュレーション モードで failaction コマンドを使用す

ると、障害アクションを設定することができます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

failaction {purge | reassign}
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キーワードは次のとおりです。

 • purge - このコマンドの入力後にサーバ ファーム内の実サーバで障害が発生

した場合、ACE がその実サーバへの接続を削除するように指定します。モ

ジュール は、リセット（RST）をクライアント、および障害が発生した

サーバの両方に送信します。

 • reassign - このコマンドの入力後に実サーバで障害が発生した場合、バック

アップ用の実サーバ（設定されている場合）に ACE がその既存サーバ接続

を再割り当てするように指定します。障害が発生したサーバにバックアップ

用の実サーバが設定されていない場合、このキーワードは無効となり、既存

の接続は障害が発生した実サーバに接続できない状態となります。

サーバ ファーム host コンフィギュレーション モードで failaction reassign 
コマンドを使用するには、transparent コマンドをイネーブルにして

（「NAT の不使用の設定」を参照）、ACE VIP アドレスをサーバ IP アドレス

に変換する NAT を使用しないように、ACE に指示する必要があります。

failaction reassign コマンドは、ACE で処理状態を把握する Firewall Load 
Balancing（FWLB; ファイアウォール負荷分散）に使用することを目的とし

ています。ここで、ACE への接続用の宛先 IP アドレスはエンドポイントの

実サーバで、ACE は、異なる次のホップで転送されるように接続を割り当

てます。詳細については、第 6 章「ファイアウォール負荷分散の設定」を参

照してください。

failaction コマンドが設定されていない場合、ACE のデフォルトの動作は、障害

の発生した実サーバを新しい接続用のロード バランシング ローテーションから

除外し、既存の接続を完了できるようにします。この場合、サーバ ファームに

バックアップ用実サーバが設定されていても、ACE はバックアップ実サーバに

接続を送信しません。この動作を有効にするには、failaction reassign コマンド

を設定する必要があります。

バックアップ サーバ ファームの動作は、failaction コマンドが設定されている

かどうかとは関係ありません。サーバ ファーム内のすべての実サーバに障害が

発生した場合、バックアップ サーバ ファーム（設定されていれば）が障害サー

バ ファームの接続を自動的に引き継ぎます。

（注） failaction コマンドの入力前に障害が発生した実サーバへの接続をクリアするに

は、clear conn コマンドを使用します。clear conn コマンドの詳細については、

「実サーバ接続のクリア」を参照してください。
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たとえば、このコマンドの入力後に障害が発生したサーバ ファーム内の実サー

バへの接続を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# failaction purge

たとえば、バックアップ用の実サーバに ACE がその既存サーバ接続を割り当て

るようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# failaction reassign
host1/Admin(config-sfarm-host)# transparent

サーバの障害発生時にアクションを実行しないというデフォルトの動作に ACE 
をリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no failaction

複数のヘルス プローブとサーバ ファームとの関連付け

同じまたは異なるプロトコルの複数のヘルス プローブを各サーバ ファームに関

連付けることができます。各サーバ ファームは、次のプローブ タイプをサポー

トしています。

 • DNS

 • ECHO（TCP および UDP）
 • Finger

 • FTP

 • HTTP

 • HTTPS

 • ICMP

 • IMAP

 • POP/POP3

 • RADIUS

 • RTSP

 • Scripted

 • SIP
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 • SMTP

 • SNMP

 • TCP

 • Telnet

 • UDP

デフォルトでは、サーバ ファーム内に設定される実サーバは、そのサーバ 
ファーム上で直接設定されたプローブを継承します。1 つのサーバ ファームに複

数のプローブを設定すると、それらのプローブには OR ロジックが関連付けられ

ます。そのサーバ ファームに設定されているプローブの 1 つがエラーになると、

そのサーバ ファームに設定されているすべての実サーバがエラーとなり、

PROBE-FAILED 状態になります。サーバ ファーム プローブに AND ロジック

を設定することもできます。詳細については、「サーバ ファーム プローブに対す

る AND ロジックの設定」を参照してください。

サーバ ファーム host コンフィギュレーション モードでだけ probe コマンドを使

用すると、プローブをサーバ ファームに関連付けることができます。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

probe name

name 引数には、引用符で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内の英数字

で、既存プローブの名前を入力します。プローブの作成および設定については、

第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照してください。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# probe PROBE1

サーバ ファーム設定からプローブを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no probe PROBE1

サーバ ファーム プローブに対する AND ロジックの設定

デフォルトでは、サーバ ファーム内に設定される実サーバは、そのサーバ 
ファーム上で直接設定されたプローブを継承します。1 つのサーバ ファームに複

数のプローブを設定した場合、そのサーバ ファーム内の実サーバはプローブに

関して OR ロジックを使用します。したがって、そのサーバ ファームに設定さ

れているプローブの 1 つがエラーになると、そのサーバ ファーム内のすべての
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実サーバがエラーとなり、PROBE-FAILED 状態になります。プローブの作成お

よび設定については、第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照してくださ

い。

複数のサーバ ファーム プローブに関して、サーバ ファーム内の実サーバが 
AND ロジックを使用するように設定するには、サーバ ファーム host コンフィ

ギュレーション モードで fail-on-all コマンドを使用します。AND ロジックを使

用すると、サーバ ファーム プローブの 1 つがエラーとなっても、サーバ ファー

ム内の実サーバは OPERATIONAL 状態を維持します。そのサーバ ファームに

関連付けられているすべてのプローブがエラーになると、そのサーバ ファーム

のすべての実サーバがエラーとなり、PROBE-FAILED 状態になります。このコ

マンドはすべてのプローブ タイプに適用されます。サーバ ファーム内の実サー

バに直接設定するプローブにも AND ロジックを設定できます。詳細について

は、「サーバ ファーム内の実サーバ プローブに対する AND ロジックの設定」を

参照してください。

このコマンドの構文は次のとおりです。

fail-on-all

たとえばすべてのサーバ ファーム プローブがエラーになる場合を除いて、

SFARM1 サーバ ファーム内の SERVER1 および SERVER2 の実サーバを 
OPERATIONAL 状態にしておくように設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SFARM1
host1/Admin(config-sfarm-host)# probe HTTP_PROBE
host1/Admin(config-sfarm-host)# probe ICMP_PROBE
host1/Admin(config-sfarm-host)# fail-on-all
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver server1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER2
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice

HTTP_PROBE または ICMP_PROBE のいずれかがエラーになっても、

SERVER1 と SERVER2 は OPERATIONAL 状態を維持します。両方のプローブ

がエラーになると、実サーバは両方ともエラーとなり、PROBE-FAILED 状態に

なります。

サーバ ファームから AND プローブ ロジックを削除するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no fail-on-all
2-26
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 2 章      実サーバおよびサーバ ファームの設定

サーバ ファームの設定 
サーバ ファーム プレディクタ方式の設定

設定するロード バランシング（プレディクタ）方式によって、ACE がクライア

ント要求に対応させるサーバ ファーム内の実サーバを選択する方法が決まりま

す。サーバ ファーム host またはサーバ ファーム redirect コンフィギュレーショ

ン モードで predictor コマンドを使用すると、ロード バランシング方式を設定

することができます。このコマンドの構文は次のとおりです。

predictor {hash {address [destination | source] [netmask]} | {content 
[offset number1] [length number2] [begin-pattern expression1] 
[end-pattern expression2]} | {cookie name1} | {header name2} | 
{layer4-payload [begin-pattern expression3] [end-pattern 
expression4] [length number3] [offset number4]} | {url 
[begin-pattern expression5] [end-pattern expression6]}} | 
{least-bandwidth [assess-time seconds] [samples number5]} | 
{leastconns [slowstart time]} | {least-loaded probe name3} | 
{response {app-req-to-resp | syn-to-close | 
syn-to-synack}[samples number7]} | {roundrobin}

（注） ハッシュ プレディクタ方式では、実サーバに設定する重み値を認識しません。

ACE では、 小接続、アプリケーション応答、ラウンドロビンのプレディクタ

方式の場合にだけ、実サーバに割り当てる重みを使用します。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現
2-27
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド         

OL-11867-01-J



  

第 2 章      実サーバおよびサーバ ファームの設定         

サーバ ファームの設定
ここでは、次の内容について説明します。

 • ハッシュ アドレス プレディクタの設定

 • ハッシュ コンテンツ プレディクタの設定

 • ハッシュ cookie プレディクタの設定

 • ハッシュ ヘッダー プレディクタの設定

 • ハッシュ レイヤ 4 ペイロード プレディクタの設定

 • ハッシュ URL プレディクタの設定

 • 小帯域幅プレディクタ方式の設定

 • 小接続プレディクタ方式の設定

 • 小負荷プレディクタ方式の設定

 • アプリケーション応答プレディクタの設定

 • ラウンドロビン プレディクタの設定

ハッシュ アドレス プレディクタの設定

送信元または宛先の IP アドレスに基づいたハッシュ値を使用して実サーバを選

択するように ACE に指示するには、サーバ ファーム host または redirect コン

フィギュレーション モードで predictor hash address コマンドを使用します。

Firewall Load Balancing（FWLB; ファイアウォール 負荷分散）を設定する場合

はこのコマンドを使用します。FWLB の詳細については、第 6 章「ファイア

ウォール負荷分散の設定」を参照してください。このコマンドの構文は次のとお

りです。

predictor hash address [destination | source] [netmask]

キーワードおよびオプションは次のとおりです。

 • source - （任意）送信元 IP アドレスに基づいたハッシュ値を使用してサー

バを選択します。

 • destination - （任意）宛先 IP アドレスに基づいたハッシュ値を使用して

サーバを選択します。

 • netmask - （任意）ハッシュに使用する IP アドレス中のビットです。指定し

ない場合、デフォルトのマスクは 255.255.255.255 です。

たとえば、ACE が送信元アドレスのハッシュ値に基づいてクライアント要求の

負荷を分散するように設定するには、次のように入力します。
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host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash address source 
255.255.255.0

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

ハッシュ コンテンツ プレディクタの設定

HTTP パケット ボディのコンテンツ ストリングに基づいたハッシュ値を使用し

て実サーバを選択するように ACE に指示するには、サーバ ファーム host また

は redirect コンフィギュレーション モードで predictor hash content コマンドを

使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

predictor hash content [offset number1] [length number2] 
[begin-pattern expression1] [end-pattern expression2]

キーワードおよびオプションは次のとおりです。

 • offset number1 - （任意）ペイロードの 初のバイトから無視するバイト数

を示すことにより、ACE が特定のサーバにクライアントを固定するために

使用するコンテンツ部分を指定します。0 ～ 999 の整数を入力します。デ

フォルトは 0 です。デフォルトでは、ACE はコンテンツのどの部分も除外

しません。

 • length number2 - ACE がクライアントをサーバに固定するために使用する

コンテンツ部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトからの長さ）を指定し

ます。1 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルト値は無限です。

（注） 同じ content コマンドで length オプションと end-pattern オプショ

ンの両方は指定できません。

オフセットと長さは 0 ～ 1000 バイトまで変更できます。ペイロード値がオ

フセットよりも長く、オフセット + ペイロードの長さの値よりも短い場合、

ACE は、オフセット値の後ろのバイトを始点とし、オフセット + 長さで指

定されるバイトを終点とするペイロード部分に基づいて接続を固定します。

オフセットと長さの合計は、1000 バイト以下にする必要があります。
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 • begin-pattern expression1 - （任意）ハッシュ前に照合するコンテンツ スト

リングの開始パターンとパターン ストリングを指定します。開始パターン

を指定しないと、ACE はオフセット バイトの直後の HTTP ボディの解析を

開始します。同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファームには、

異なる開始パターンと終了パターンを設定できません （第 3 章「サーバ 
ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照）。

設定するパターンごとに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文
字以内で英数字を入力します。または、ストリング全体を引用符（"）で囲

むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力すること

もできます。ACE は、ストリング表現の照合に正規表現の使用をサポート

します。ストリング表現の照合に使用できる、サポート対象文字の一覧につ

いては、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリ

シーの設定」の表 3-3 を参照してください。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します（たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します）。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

 • end-pattern expression2 - （任意）ハッシュの終了パターンを指定します。

長さも終了パターンも指定しないと、ACE はフィールドの 後またはパ

ケットの 後に到達するか、あるいは 大ボディ解析長に到達するまで、

データを解析します。同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファー

ムには、異なる開始パターンと終了パターンを設定できません （第 3 章
「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参

照）。設定するパターンごとに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、

255 文字以内で英数字を入力します。または、ストリング全体を引用符（"）
で囲むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力する

こともできます。ACE は、ストリング表現の照合に正規表現の使用をサ

ポートします。ストリング表現の照合に使用できる、サポート対象文字の一

覧については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック 
ポリシーの設定」の表 3-3 を参照してください。

（注） 同じ predictor hash content コマンドに、length と end-pattern の
オプションは両方指定できません。
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たとえば、ACE が HTTP パケット ボディのコンテンツ ストリングのハッシュ値

に基づいてクライアント要求の負荷を分散するように設定するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash content offset 25 
length 32 begin-pattern abc123*

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

ハッシュ cookie プレディクタの設定

cookie 名のハッシュ値を使用して実サーバを選択するように ACE に指示するに

は、サーバ ファーム host または redirect コンフィギュレーション モードで 
predictor hash cookie コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

predictor hash cookie name

name 引数には、引用符で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内の英数字

で、cookie 名を入力します。

たとえば、ACE が cookie 名 corvette のハッシュ値に基づいてクライアント要求

の負荷を分散するように設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash cookie corvette

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

ハッシュ ヘッダー プレディクタの設定

HTTP ヘッダー名に基づいたハッシュ値を使用して実サーバを選択するように 
ACE に指示するには、サーバ ファーム host または redirect コンフィギュレー

ション モードで predictor hash header コマンドを使用します。このコマンドの

構文は次のとおりです。
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predictor hash header name

name 引数には、引用符で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内の英数字

で、ヘッダー名を入力します。

 • Accept

 • Accept-Charset

 • Accept-Encoding

 • Accept-Language

 • Authorization

 • Cache-Control

 • Connection

 • Content-MD5

 • Expect

 • From

 • Host

 • If-Match

 • Pragma

 • Referrer

 • Transfer-Encoding

 • User-Agent

 • Via

たとえば、ACE が Host のハッシュ値に基づいてクライアント要求の負荷を分散

するように設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash header Host

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor
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ハッシュ レイヤ 4 ペイロード プレディクタの設定

レイヤ 4 汎用プロトコル ペイロードのハッシュ値に基づいて実サーバを選択する

ように ACE に指示するには、サーバ ファーム host または redirect コンフィギュ

レーション モードで predictor hash layer4-payload コマンドを使用します。

ACE の正式なサポート対象ではないプロトコルからのパケットのロード バラン

シングを行う場合は、このプレディクタを使用します。構文は次のとおりです。

predictor hash layer4-payload [begin-pattern expression3] 
[end-pattern expression4] [length number3] [offset number4]

キーワード、オプション、および引数は、次のとおりです。

 • begin-pattern expression3 - （任意）ハッシュ前に照合するレイヤ 4 ペイ

ロードの開始パターンとパターン ストリングを指定します。開始パターン

を指定しないと、ACE はオフセット バイトの直後の HTTP ボディの解析を

開始します。同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファームには、

異なる開始パターンと終了パターンを設定できません （第 3 章「サーバ 
ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照）。設定

するパターンごとに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文字以

内で英数字を入力します。または、ストリング全体を引用符（"）で囲むこ

とによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力することもで

きます。ACE は、ストリング表現の照合に正規表現の使用をサポートしま

す。ストリング表現の照合に使用できる、サポート対象文字の一覧について

は、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの

設定」の表 3-3 を参照してください。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します（たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します）。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

 • end-pattern expression4 - （任意）ハッシュの終了パターンを指定します。

長さも終了パターンも指定しないと、ACE はフィールドの 後またはパ

ケットの 後に到達するか、あるいは 大ボディ解析長に到達するまで、

データを解析します。同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファー
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ムには、異なる開始パターンと終了パターンを設定できません （第 3 章
「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参

照）。

設定するパターンごとに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文
字以内で英数字を入力します。または、ストリング全体を引用符（"）で囲

むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力すること

もできます。ACE は、ストリング表現の照合に正規表現の使用をサポート

します。ストリング表現の照合に使用できる、サポート対象文字の一覧につ

いては、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリ

シーの設定」の表 3-3 を参照してください。

（注） 同じ hash layer4-payload コマンドに、length と end-pattern のオ

プションは両方指定できません。

 • length number3 - （任意）ACE がクライアントをサーバに固定するために

使用するペイロード部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトから始まる）

を指定します。1 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルトはペイロード全

体です。

（注） 同じ hash layer4-payload コマンドに、length と end-pattern のオ

プションは両方指定できません。

オフセットと長さは 0 ～ 1000 バイトまで変更できます。ペイロード値がオ

フセットよりも長く、オフセット + ペイロードの長さの値よりも短い場合、

ACE は、オフセット値の後ろのバイトを始点とし、オフセット + 長さで指

定されるバイトを終点とするペイロード部分に基づいて接続を固定します。

オフセットと長さの合計は、1000 バイト以下にする必要があります。

 • offset number4 - （任意）ペイロードの 初のバイトから開始して無視する

バイト数を設定します。これにより、特定サーバへのクライアント要求の

ロード バランシングに ACE が使用するペイロード部分を指定できます。0 
～ 999 の整数を入力します。デフォルトは 0 です。デフォルトでは、ACE 
はペイロードのどの部分も除外しません。

たとえば、ACE がレイヤ 4 フレーム ペイロードのハッシュ値に基づいてクライ

アント要求の負荷を分散するように設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash layer4-payload 
begin-pattern abc123* length 250 offset 25
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プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

ハッシュ URL プレディクタの設定

要求された URLに基づいたハッシュ値を使用して実サーバを選択するように 
ACE に指示するには、サーバ ファーム host または redirect コンフィギュレー

ション モードで predictor hash url コマンドを使用します。このプレディクタ

方式を使用して、キャッシュ サーバに負荷を分散させます。URL ハッシュ方式

ではキャッシュ サーバのパフォーマンスが向上します。トラフィックが十分に

ランダムな場合は、キャッシュのコンテンツを均一に分割することができるため

です。冗長構成では、アクティブ ACE がスタンバイ ACE に切り替わった場合

でも、キャッシュ サーバは引き続き動作します。冗長構成の詳細については、

『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してく

ださい。

このコマンドの構文は次のとおりです。

predictor hash url [begin-pattern expression1] [end-pattern 
expression2]

キーワード、オプション、および引数は、次のとおりです。

 • begin-pattern expression1 - （任意）ハッシュ前に照合する URL の開始パ

ターンとパターン ストリングを指定します。同じトラフィック分類に属す

る異なるサーバ ファームには、異なる開始パターンと終了パターンを設定

できません （第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポ
リシーの設定」を参照）。設定するパターンごとに、引用符で囲まずにス

ペースを入れないで、255 文字以内で英数字を入力します。スペースを含む 
URL を一致させる場合は、スペース文字に「\x20」（かっこは入力しませ

ん）を使用する必要があります。

 • end-pattern expression2 - （任意）ハッシュの終了パターンを指定します。

同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファームには、異なる開始パ

ターンと終了パターンを設定できません （第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照）。設定するパターンご

とに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文字以内で英数字を入

力します。スペースを含む URL を一致させる場合は、スペース文字に

「\x20」（かっこは入力しません）を使用する必要があります。
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たとえば、ACE がクライアントの HTTP GET 要求内の URL のハッシュ値に基

づいてクライアント要求の負荷を分散するように設定するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash url end-pattern 
.cisco.com

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

最小帯域幅プレディクタ方式の設定

指定サンプル数に対してサーバが使用した平均帯域幅に基づき、ネットワーク 
トラフィックの処理量が 小の実サーバを選択するように ACE に指示するに

は、サーバ ファーム host または redirect コンフィギュレーション モードで 
predictor least-bandwidth コマンドを使用します。ビデオ クリップのダウン

ロードなど、使用されるトラフィック量が多い場合は、このプレディクタを使用

します。ACE は実サーバの動作に基づいて、ロード バランシング アルゴリズム

に継続的にフィードバックを提供するので、このプレディクタはアダプティブ 
プレディクタであるといえます。

ACE はそれ自体とサーバ ファーム内の実サーバの間の双方向のトラフィックの

統計値を計測し、各サーバの帯域幅を計算して、毎秒、各サーバの帯域幅を更新

します。さらに、設定サンプル数に対する各サーバの平均帯域幅を算出します。

平均帯域幅の計算値から、ACE は実サーバの順序リストを作成し、使用した帯

域幅が 小のサーバを選択します。ACE は次の帯域幅評価期間が開始されるま

で、その順序リストを使用します。その後、ACE は 新の access-time インター

バルから得た新しい値を使用して順序リストを更新し、処理が再開されます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

predictor least-bandwidth [assess-time seconds] [samples number5]

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • assess-time seconds - （任意）ACE がサーバによって生成されたトラフィッ

ク帯域幅に基づいてサーバの負荷を再評価し、サーバの順序リストを更新す

る頻度を指定します。1 ～ 10 秒の整数を入力します。デフォルトは 2 秒です。

 • samples number5 - （任意）ACE が帯域幅測定値の平均をとり、各サーバの

終的な負荷値を計算する際の 大サンプル数を指定します。1 ～ 16 の整

数を入力します。各値は 2 の指数でなければなりません。したがって、有効

な値は、1、2、4、8、16 です。デフォルト値は 8 です。
2-36
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 2 章      実サーバおよびサーバ ファームの設定

サーバ ファームの設定 
（注） ACE は、1 つの access-time 期間中はサーバの同じ順序リストを使

用するので、その期間中の新規接続の負荷はすべて 1 つのサーバ

（使用帯域幅の平均値が 小のサーバ）にかかります。このプレディ

クタは、ビデオのダウンロードのように、長時間変化しないトラ

フィックに使用することを推奨します。このプレディクタを短時間

のランダム トラフィックまたはバースティ トラフィックに適用する

と、不測のロード バランシング結果が生じる可能性があります。

たとえば、指定サンプル数に対してサーバが使用した帯域幅に基づいて実サーバ

を選択するように ACE を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor least-bandwidth samples 4 
assess-time 6

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

最小接続プレディクタ方式の設定

サーバの重みに基づいて接続数が 小のサーバを選択するように ACE に指示す

るには、サーバ ファーム host または redirect コンフィギュレーション モードで 
predictor leastconns コマンドを使用します。このプレディクタは、軽いユーザ

要求（シンプルなスタティック Web ページの参照など）の処理に使用します。

サーバの重み値の設定については、「実サーバの重みの設定」および「サーバ 
ファーム内の実サーバの重みの設定」を参照してください。

（注） サーバの重みは、サーバに対して開いている接続が存在する場合にだけ有効にな

ります。どのサーバにも接続が維持されていない場合、 小接続プレディクタ方

式は、ラウンドロビン方式と同じように動作します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

predictor leastconns [slowstart time]
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オプションの slowstart time キーワードおよび引数は、実サーバへの接続をス

ロースタート モードとして指定します。ACE は、現在の時刻 + ユーザが指定し

た time 値からスロースタート タイム スタンプを計算します。ACE は、実サー

バが長時間にわたってスロースタート モードである場合（長時間フローの場合

など）に、このタイム スタンプをフェールセーフ メカニズムとして使用します。

1 ～ 65535 秒の整数を入力します。デフォルトでは、slowstart はディセーブル

です。

稼動させたばかりのサーバに高い割合で新規接続を送信することを避けるには、

スロースタート メカニズムを使用します。新しい実サーバがスロースタート 
モードになると、ACE はその新しいサーバに意図的に高い重み値を計算し、割

り当てて、その新しいサーバの 初の接続数を少なくします。残りの接続は、重

み値と現在の接続数に基づいて、既存のサーバに送信されます。そのサーバ 
ファームの次の接続要求を受信するのは、計算値（重み × 現在の接続数）が

小の実サーバ（新しいサーバを含む）です。

ACE は、新しい実サーバに新規接続を割り当てるたびに、タイム スタンプの有

効性をチェックします。タイム スタンプの期限が切れると、ACE はそのサーバ

のスロースタート モードを解除します。新しいサーバ接続が完了すると（ク

ローズされると）、ACE はクローズされた接続数だけ新しいサーバの接続数と重

み値を減少させます。

実サーバのスロースタート モードが解除されるのは、次の場合です。

 • スロースタートのタイム スタンプの期限が切れた場合

 • 新しい実サーバの重み値が 0 に達した場合

（注） ユーザが設定した time 値よりも長い期間、実サーバがスロースター

ト モードを維持する可能性もあります。ACE がタイム スタンプを

チェックするのは、新しい接続を実サーバに割り当てるときだけの

ためです。

ACE が実サーバをスロースタート モードにするのは、そのサーバへの既存の接

続がない場合だけです。たとえば、サーバ ファームに 2 つの実サーバ

（RSERVER1 と RSERVER2）があり、これらへのアクティブな接続数は同じ

で、スロースタートは 180 秒に設定されており、さらにそのサーバ ファームに

新しい実サーバ（RSERVER3）が追加された場合、ACE は新しい実サーバをス

ロースタート モードにして、そのサーバへの新規接続数を少なくします。ACE 
は残りの新規接続を RSERVER1 と RSERVER2 に均等に割り振ります。ここ

で、RSERVER1 が障害状態（PROBE-FAILED または ARP-FAILED）になり、
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RSERVER3 をサーバ ファームに追加してから 180 秒以内に稼動状態に戻った場

合、ACE は RSERVER 1 をスロースタート モードにしません。停止イベントの

前に RSERVER1 への接続が存在していたためです。

その代わり、ACE は RSERVER1 への新規接続のほとんどまたはすべてを 
RSERVER1 に送信し、接続数を RSERVER2 と同一にしようとします。まだス

ロースタート モードにある RSERVER3 は無視されます。RSERVER1 と 
RSERVER2 の接続数がほぼ同じになると、ACE はスロースタート タイマー期

間のあいだ、RSERVER3 への少数の接続送信を再開します。

RSERVER1 が OPERATIONAL 状態に戻るのが、サーバ ファームへの 
RSERVER3 の追加後 180 秒以内でない場合、RSERVER3 のスロースタート 
モードは解除されます。この場合、ACE は RSERVER1 への新規接続のほとん

どまたはすべてを RSERVER1 に送信し、接続数を RSERVER2 と RSERVER3 
のうち接続数の少ない方と同一にしようとします。

既存の接続を持つ障害状態のサーバが稼動状態に戻った時に確実にスロースター

ト モードになるようにするには、サーバ ファーム内のその実サーバに 
failaction purge を設定します。このコマンドを設定すると、その実サーバに障

害が発生した場合、その実サーバへの既存のすべての接続が削除されます。

failaction purge コマンドの詳細については、「サーバ障害時の ACE のアクショ

ンの設定」を参照してください。

たとえば、ACE が leastconns プレディクタとスロースタート メカニズムを使用

して実サーバを選択するように設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor leastconns slowstart 3600

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

最小負荷プレディクタ方式の設定

負荷が 小のサーバを選択するように ACE に指示するには、サーバ ファーム 
host または redirect コンフィギュレーション モードで predictor least-loaded コ
マンドを使用します。このプレディクタを使用すると、ACE は SNMP プローブ

を使用して実サーバに負荷パラメータ値（CPU 利用率またはメモリ利用率など）

を問い合わせます。ACE は実サーバの動作に基づいて、ロード バランシング ア
ルゴリズムに継続的にフィードバックを提供するので、このプレディクタはアダ

プティブ プレディクタであるといえます。
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このプレディクタを使用するには、SNMP プローブをこれに関連付ける必要が

あります。ACE は、設定可能なインターバルで定期的にユーザ固有の OID を問

い合わせます。ACE は取得した SNMP 負荷値を使用して 小負荷のサーバを決

定します。SNMP プローブの設定についての詳細は、第 4 章「ヘルス モニタリ

ングの設定」を参照してください。

このプレディクタ コマンドの構文は次のとおりです。

predictor least-loaded probe name 

name 引数には、サーバへの問い合わせのために ACE が使用する既存の SNMP 
プローブの識別子を指定します。引用符で囲まずにスペースを入れないで、64 
文字以内で英数字を入力します。

たとえば、ACE が PROBE_SNMP という SNMP プローブからのフィードバッ

クに基づいて 小負荷の実サーバを選択するように設定するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor least-loaded probe 
PROBE_SNMP
host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# 

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

次のオプションのうち 1 つ以上のオプションを使用することにより、ACE が実

行するサーバ単位の負荷計算に影響を与えることができます。

 • 自動調整（「自動調整機能の使用」、「平均負荷の自動調整の設定」、および

「自動調整機能の解除」を参照）

 • 実サーバの固定重み値（「実サーバの重みの設定」および「サーバ ファーム

内の実サーバの重みの設定」を参照）

 • 現在の接続数（「現在の接続数の設定」を参照）

 • SNMP プローブの OID パラメータ（SNMP プローブの設定に関する詳細

は、第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照）
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自動調整機能の使用

デフォルトの設定では、あるサーバの負荷がゼロになると、ACE は自動調整機

能を使用して 16000 の 大負荷値をそのサーバに割り当てることにより、その

サーバに新規の着信接続があふれるのを防ぎます。ACE はサーバの SNMP プ
ローブからのフィードバックとその他の設定オプションに基づいて、この負荷値

を定期的に調整します。

設定されているサーバ重み値とイネーブルになっている現在の接続数オプション

による 小負荷プレディクタを使用し、ACE は次のように実サーバの 終負荷

値を計算します。

終負荷値 = 重み付け負荷値 × 固定重み値 × 現在の接続数

上記で、

 • 重み付け負荷値は SNMP プローブによってレポートされた負荷値です。

 • 固定重み値は、その実サーバに設定されている重み値です。

 • 現在の接続数は、その実サーバへのアクティブな接続の総数です。

weight connection コマンドが設定されている場合、ACE は、接続数が変化する

と 終負荷を再計算します。weight connection コマンドが設定されていない場

合、ACE は SNMP プローブから次の負荷更新が届くと、 終負荷を更新しま

す。weight connection コマンドについての詳細は、「現在の接続数の設定」を

参照してください。

平均負荷の自動調整の設定

負荷が 0 になった実サーバに対して、そのサーバ ファームの平均負荷を適用す

るように ACE に指示するには、サーバ ファーム host または redirect プレディク

タ コンフィギュレーション モードで autoadjust average コマンドを使用しま

す。平均負荷とは、サーバ ファーム内のすべての実サーバの負荷の移動平均で

す。このコマンドの構文は次のとおりです。

autoadjust average

たとえば、負荷値が 0 になった実サーバに、そのサーバ ファームの平均負荷を

適用するように ACE に指示するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# autoadjust average

ACE の動作をデフォルトにリセットして、負荷値が 0 になった実サーバに 
16000 の 大負荷値を適用するようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# no autoadjust average
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自動調整機能の解除

負荷が 0 になった実サーバに新規接続をすべて送信するように ACE を設定した

方が都合がよい場合もあります。このような場合は、サーバ ファーム host プレ

ディクタ コンフィギュレーション モードで autoadjust off コマンドを使用しま

す。このコマンドの構文は次のとおりです。

autoadjust off

このコマンドを使用すると、負荷が 0 のサーバの負荷値を 16000 に設定すると

いう ACE のデフォルトの動作が無効にされます。このコマンドが設定される

と、ACE は、負荷値が 0 のサーバにすべての新規接続を送信し、このサーバの 
SNMP プローブから次回の負荷更新が届くまで、この動作を継続します。

2 つのサーバの負荷値が同一で、しかも 小（ゼロまたはゼロ以外）である場

合、ACE は接続の負荷をラウンドロビン方式で 2 つのサーバに分散させます。

たとえば、サーバ ファーム内のすべてのサーバの自動調整機能を解除し、負荷

が 0 のサーバがすべての新規接続を受信するようにするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# autoadjust off

ACE の動作をデフォルトにリセットして、負荷値が 0 のサーバに 16000 の 大

負荷値を割り当てるようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# no autoadjust off

現在の接続数の設定

実サーバの 終負荷の計算に、現在の接続数を使用するように ACE に指示する

には、サーバ ファーム host または redirect プレディクタ コンフィギュレーショ

ン モードで weight connection コマンドを使用します。このコマンドの構文は、

次のとおりです。

weight connection

このオプションを使用すると、ACE はサーバ ファーム内の各実サーバの総負荷

計算に現在の接続数を含めます。

たとえば、サーバの 終負荷の計算に現在の接続数を含めるには、次のように入

力します。
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host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor least-loaded probe 
PROBE_SNMP
host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# weight connection

負荷計算から現在の接続数を除外するというデフォルトの動作に ACE をリセッ

トするには、次のコマンドを入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# no weight connection

アプリケーション応答プレディクタの設定

現在の接続数とサーバの重み値（設定されている場合）に基づき、指定の応答計

測時間の平均応答時間が 小であるサーバを選択するように ACE に指示するに

は、サーバ ファーム host または redirect コンフィギュレーション モードで、

predictor response コマンドを使用します。ACE は実サーバの動作に基づいて、

ロード バランシング アルゴリズムに継続的にフィードバックを提供するので、

このプレディクタはアダプティブ プレディクタであるといえます。

適切なサーバを選択するために、ACE はサーバ ファーム内の各サーバの絶対的

応答時間を計測し、指定のサンプル数（設定されている場合）の結果値の平均を

とります。デフォルトの weight connection オプションが設定されていると、

ACE はサーバの平均応答時間と現在の接続数も加味します。このような計算に

よって、サーバの平均応答時間に比例した接続の分散が実現されます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

predictor response {app-req-to-resp | syn-to-close | 
syn-to-synack}[samples number]

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • app-request-to-resp - ACE がサーバに HTTP 要求を送信してから、ACE が
その要求に対する応答をサーバから受信するまでの応答時間を計測します。

ACE では、この応答プレディクタをロード バランシング用の汎用ポリシー 
マップに設定できません。

 • syn-to-close - ACE がサーバに TCP SYN を送信してから、ACE がそのサー

バから CLOSE を受信するまでの応答時間を計測します。

 • syn-to-synack - ACE がサーバに TCP SYN を送信してから、ACE がその

サーバから SYN-ACK を受信するまでの応答時間を計測します。
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 • samples number - （任意）応答時間の計測結果を平均する際のサンプル数を

指定します。1 ～ 16 までの整数のうち 2 の指数を入力します。有効な値は 
1、2、4、8、16 です。デフォルト値は 8 です。

たとえば、ACE がサーバに HTTP 要求を送信してから、ACE がサーバから応答

を受信するまでの応答時間に基づいて要求の負荷を分散し、4 つのサンプルで結果

値の平均をとるような応答プレディクタを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SFARM1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor response app-req-to-resp 
samples 4

プレディクタ方式をデフォルトの round-robin にリセットするには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

サーバ ファーム内のサーバの現在の接続数を加味するように追加パラメータを

設定するには、サーバ ファーム host プレディクタ コンフィギュレーション モー

ドで weight connection コマンドを使用します。このコマンドはデフォルトでイ

ネーブルになります。このコマンドの構文は次のとおりです。

weight connection

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor response app-request-to-resp 
samples 4
host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# weight connection

サーバ応答時間の平均計算から現在の接続数を除外するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sfarm-host-predictor)# no weight connection

ラウンドロビン プレディクタの設定

サーバの重み値（設定されている場合）に基づいて、実サーバ リストの次の実

サーバを選択するように ACE に指示するには、サーバ ファーム host または 
redirect コンフィギュレーション モードで roundrobin コマンドを使用します。

サーバの重み値を設定しないと、ACE はサーバの重み値に関係なく、リスト内

の次のサーバを選択します（通常のラウンドロビン）。サーバの重み値を設定す

ると、ACE は、サーバ ファーム内のサーバに設定されている重み値に基づい
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て、リスト内の次のサーバを選択します（WRR）。サーバの重み値の設定につい

ては、「実サーバの重みの設定」および「サーバ ファーム内の実サーバの重みの

設定」を参照してください。

このコマンドの構文は次のとおりです。

roundrobin

たとえば、設定された重み値に基づいて、サーバ リストの次のサーバを選択す

るには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor roundrobin

プレディクタ アルゴリズムをデフォルトの roundrobin にリセットするには、次

のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no predictor

サーバ ファームの HTTP リターン コード チェックの設定

サーバ ファーム host コンフィギュレーション モードでだけ retcode コマンドを

使用すると、HTTP リターン コード チェック（retcode map）を設定できます。

1 つのリターン コード番号または一定範囲のリターン コード番号を指定するこ

とができます。たとえば、HTTP/1.1 200 OK、HTTP/1.1 100 Continue、
HTTP/1.1 404 Not Found などのリターン コードの数をチェックしてカウントす

るように ACE に指示することができます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

retcode number1 number2 check {count  
| {log threshold_number reset seconds1} 
| {remove threshold_number reset seconds1 [resume-service 
seconds2]}

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • number1 - HTTP リターン コードの 小値です。100 ～ 599 の整数を入力し

ます。 小値は、 大値以下にする必要があります。

 • number2 - HTTP リターン コードの 大値です。100 ～ 599 の整数を入力し

ます。 大値は、 小値以上にする必要があります。
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 • check - サーバ ファームに関連付けられた HTTP リターン コードをチェック

します。

 • count - 指定するリターン コード番号ごとに受け取ったリターン コードの合

計数を管理します。

 • log - イベント数が threshold_number 引数で指定されたしきい値に達したと

きの syslog エラー メッセージを指定します。

 • threshold_number - ACE が log または remove のアクションを実行する前に

受信するイベント数のしきい値

 • reset seconds1 - log または remove のアクションのリターン コードを ACE 
がチェックするインターバルを秒単位で指定します。1 ～ 4294967295 の整

数を入力します。

 • remove - イベント数が threshold_number 引数で指定されたしきい値に達

し、ACE がサーバをサービスから除外したときの syslog エラー メッセージ

を指定します。

 • resume-service seconds2 - （任意）remove オプションによって実サーバを

非稼動状態にしてから、自動的にその実サーバを再稼動するまでの ACE の
待機時間を秒単位で指定します。30 ～ 3600 秒の整数を入力します。デフォ

ルトの設定値は 300 です。

ACE が log または remove のアクションを実行するのは、所定の期間内に特定の

リターン コードの threshold_number 値に到達した場合だけです。所定の期間と

は、リターン コードの受信時から次のリセット時までです。

たとえば、retcode 404 404 check 100 remove reset 300 と入力した場合、

remove アクションが発生するのは、カウンタの 後のリセット以降 300 秒以内

に ACE がカウントした HTTP/1.x 404 の発生が 100 回を超えた場合だけです。

サーバ ファームごとに複数の retcode map を設定できます。show serverfarm 
コマンドを使用すると、リターン コード チェックのヒット カウントを表示する

ことができます。詳細については、「サーバ ファームの統計情報の表示」を参照

してください。

たとえば、200 ～ 500 のすべてのリターン コードのリターン コード ヒットの数

をチェックしてカウントするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# retcode 200 500 check count

設定から HTTP リターン コード マップを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no retcode 200 500
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部分サーバ ファーム フェールオーバーの設定

デフォルトでは、バックアップ サーバ ファームを設定していて、プライマリ 
サーバ ファーム内のすべての実サーバが停止した場合、プライマリ サーバ 
ファームはバックアップ サーバ ファームにフェールオーバーします。バックアッ

プ サーバ ファームの設定に関する詳細は、第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」の「サーバ ファームへのロード バラン

シングのイネーブル化」および第 5 章「スティッキ機能の設定」を参照してくだ

さい。

部分サーバ ファーム フェールオーバー機能では、partial-threshold コマンドを

使用して、フェールオーバーのしきい値を指定できます。このコマンドで指定す

る 初の値は、サーバ ファームが稼動状態を維持するために必要なサーバ 
ファーム内のアクティブ実サーバのパーセンテージです。サーバが非稼動状態に

なるたびに（CLI の使用、プローブ エラー、リターン コードしきい値の超過な

どにより）、ACE は更新されます。サーバ ファーム内のアクティブな実サーバ

のパーセンテージが指定のしきい値を下回ると、プライマリ サーバ ファームは

バックアップ サーバ ファームにフェールオーバーします（バックアップ サーバ 
ファームが設定されている場合）。

部分サーバ ファーム フェールオーバーが設定されている場合、ACE は、障害が

発生したプライマリ サーバ ファーム内、まだアクティブな状態のサーバ上の接

続を完了させるとともに、新しい接続要求はバックアップ サーバ ファームにリ

ダイレクトします。

プライマリ サーバ ファームを稼動状態に戻すには、back-inservice キーワード

に別のしきい値を指定します。アクティブなサーバの数がこのキーワードの設定

値を上回ると、ACE はプライマリ サーバ ファームを稼動状態に戻します。

部分サーバ ファーム フェールオーバーをイネーブルにするには、サーバ ファー

ム host コンフィギュレーション モードで partial-threshold コマンドを使用しま

す。このコマンドの構文は次のとおりです。

partial-threshold number1 back-inservice number2

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • number1 - プライマリ サーバ ファームが稼動状態を維持するために必要なア

クティブ実サーバの 小パーセンテージを指定します。アクティブな実サー

バのパーセンテージがこのしきい値を下回ると、ACE はそのサーバ ファー

ムを非稼動状態にします。0 ～ 99 の整数を入力します。
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 • back-inservice number2 - ACE が プライマリ サーバ ファームを再稼動する

ために必要な、アクティブ実サーバのパーセンテージを指定します。0 ～ 99 
の整数を入力します。back-inservice キーワードには、partial-threshold 
number1 値以上の割合の値を指定する必要があります。

たとえば、部分サーバ ファーム フェールオーバーを設定するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# partial-threshold 40 back-inservice 60

部分サーバ ファーム フェールオーバー機能をディセーブルにして、サーバ 
ファーム内のすべての実サーバが停止した場合にバックアップ サーバにフェー

ルオーバーする（バックアップ サーバが設定されていれば）というデフォルト

の動作に ACE を戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no partial-threshold

実サーバとサーバ ファームの関連付け

サーバ ファーム host またはサーバ ファーム redirect コンフィギュレーション 
モードで rserver コマンドを使用すると、1 つまたは複数の実サーバをサーバ 
ファームに関連付け、実サーバのサーバ ファーム コンフィギュレーション モー

ドに入ることができます。実サーバはすでに存在している必要があります。実

サーバの設定の詳細については、「実サーバの設定」を参照してください。サー

バ ファーム内では 大 16,384 の実サーバを設定することができます。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

rserver name [port]

引数は次のとおりです。

 • name - 既存の実サーバの一意な識別子です。スペースを含まず引用符なし

の英数字を入力します（ 大 64 文字）。

 • port - （任意）実サーバの Port Address Translation（PAT; ポート アドレス

変換）に使用するポート番号です。1 ～ 65535 の整数を入力します。

サーバ ファームに関連付けた実サーバにポート番号を割り当てない場合、ACE 
のデフォルトの動作では、インバウンド接続で使用された宛先ポートと同じポー

トがアウトバウンド サーバ接続に自動的に割り当てられます。たとえば、ACE 
への着信接続がセキュア クライアント HTTPS 接続であれば、通常はポート 443 
が使用されます。実サーバにポート番号を割り当てないと、ACE は自動的に
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サーバへの接続にポート 443 を使用し、その結果、ACE はポート 443 を通じた

クリア テキスト HTTP 接続を確立します。この場合、通常はバックエンド サー

バ接続用の発信宛先ポートとして 80、81、または 8080 を定義します。

たとえば、実サーバ SERVER1 を指定し、発信接続にポート 80 を指定するに

は、つぎのように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 80
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)#

サーバ ファームと実サーバの関連付けを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# no rserver server1 80

実サーバをサーバ ファームに関連付けたら、次のトピックの説明に従って、他

の実サーバ属性を設定することができます。

 • サーバ ファーム内の実サーバの重みの設定

 • 実サーバのバックアップ サーバの設定

 • サーバ ファーム内の実サーバのヘルス モニタリングの設定

 • サーバ ファーム内の実サーバ プローブに対する AND ロジックの設定

 • サーバ ファーム内の実サーバの接続制限の設定

 • サーバ ファーム内の実サーバに対するレート制限の設定

 • 実サーバの稼動

 • スティッキ接続を備えたサーバの通常シャットダウン

サーバ ファーム内の実サーバの重みの設定

ACE は WRR 方式および 小接続プレディクタ方式で、実サーバの重み値を使

用します。重み値が大きいサーバは、重み値が小さいサーバに比べて、受け取る

接続数が比例して多くなります。サーバ ファームの実サーバ コンフィギュレー

ション モードで重みが指定されていないと、ACE は、実サーバ コンフィギュ

レーション モードで実サーバ全体に設定された重みを使用します。「実サーバの

重みの設定」を参照してください。
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（注） サーバの重みは、サーバに対して開いている接続が存在する場合にだけ有効にな

ります。どのサーバにも接続が維持されていない場合、 小接続プレディクタ方

式は、ラウンドロビン方式と同じように動作します。

サーバ ファーム host 実サーバ コンフィギュレーション モードで weight コマン

ドを使用すると、サーバ ファームで実サーバの重みを設定することができます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

weight number

number 引数は、サーバ ファーム内の実サーバに割り当てられる重み値です。

1 ～ 100 の整数を入力します。デフォルト値は 8 です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 4000
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# weight 50

実サーバの設定済み重みをデフォルトの 8 にリセットするには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no weight

実サーバのバックアップ サーバの設定

サーバが使用不可能になる場合に備えて、既存の実サーバを別の実サーバのバッ

クアップ サーバとして指定することができます。バックアップ サーバは、ソー

リー サーバと呼ばれることもあります。実サーバが使用不可能になると、ACE 
では自動的にクライアント要求をバックアップ サーバにリダイレクトします。

サーバ ファーム host 実サーバ コンフィギュレーション モードで 
backup-rserver コマンドを使用すると、バックアップ サーバを設定することが

できます。

（注） 実サーバ用のバックアップ サーバを設定する場合、バックアップ サーバを稼動

させるときに、省略可能な standby キーワードを使用してください。詳細につ

いては、「実サーバの稼動」を参照してください。

このコマンドの構文は次のとおりです。

backup-rserver name [port]
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引数は次のとおりです。

 • name - バックアップ サーバとして設定する既存の実サーバの名前です。引

用符で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内で英数字を入力します。

 • port - （任意）バックアップ実サーバの PAT に使用するポート番号です。

0 ～ 65535 の整数を入力します。

（注） 大 3 つのバックアップ実サーバによるチェーンを構成できます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 4000
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# backup-rserver SERVER2 4000

設定からバックアップ サーバを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no backup-rserver

サーバ ファーム内の実サーバのヘルス モニタリングの設定

サーバ ファームの実サーバに直接 1 つまたは複数のヘルス プローブ（キープア

ライブとも呼ばれる）を設定すると、サーバ ファーム内のその実サーバのヘル

ス モニタリングを実行できます。サーバ ファーム内の各実サーバに、同じプロ

トコルまたは異なるプロトコルの複数のプローブを関連付けることができます。

プローブを設定すると、ACE では定期的にプローブを実サーバに送信します。

ACE はサーバから適切な応答を受け取ると、このサーバをロード バランシング

の決定に含めます。適切な応答を受け取らない場合、ACE は、設定されている

再試行数に基づいて、そのサーバを PROBE-FAILED 状態にします。

サーバ ファーム内の 1 つの実サーバに複数のプローブを設定する場合、それら

のプローブには OR ロジックが関連付けられます。したがって、プローブのいず

れか 1 つがエラーになった場合、そのプローブに関連付けられている実サーバは

エラーとなり、PROBE-FAILED 状態になります。サーバ ファーム内の実サー

バの複数のプローブに AND ロジックを設定することもできます。詳細について

は、「サーバ ファーム内の実サーバ プローブに対する AND ロジックの設定」を

参照してください。

サーバ ファーム内の実サーバにヘルス プローブを関連付けるには、サーバ 
ファーム host 実サーバ コンフィギュレーション モードで probe コマンドを使用

します。このコマンドの構文は次のとおりです。
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probe probe_name

probe_name 引数には、引用符で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内の

英数字で、既存のプローブの名前を入力します。プローブの作成および設定につ

いては、第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照してください。

サーバ ファーム内の実サーバにプローブを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SFARM1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# probe TCP_PROBE

設定から実サーバのヘルス プローブを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no probe TCP_PROBE

サーバ ファーム内の実サーバ プローブに対する AND ロジックの設定

サーバ ファーム内の 1 つの実サーバに直接設定する複数のプローブは、デフォ

ルトでは、OR ロジックが関連付けられます。そのため、実サーバ プローブのい

ずれか 1 つがエラーになった場合、その実サーバはエラーとなり、

PROBE-FAILED 状態になります。その実サーバに関連付けられているすべての

プローブがエラーになる場合を除いて、サーバ ファーム内のその実サーバを 
OPERATIONAL 状態にしておく（AND ロジック）ように設定するには、サー

バ ファーム host 実サーバ コンフィギュレーション モードで fail-on-all コマンド

を使用します。このコマンドはすべてのプローブ タイプに適用されます。プ

ローブの作成および設定についての詳細は、第 4 章「ヘルス モニタリングの設

定」を参照してください。このコマンドの構文は次のとおりです。

fail-on-all

このコマンドは、サーバ ファーム内の特定の実サーバだけに選択的に設定でき

ます。fail-on-all コマンドで設定していない実サーバはすべて、プローブについ

てデフォルトの OR ロジックを維持します。

関連付けられているすべてのプローブがエラーになる場合を除いて、SFARM1 
の SERVER1 実サーバを OPERATIONAL 状態にしておくように設定するには、

次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm SFARM1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# probe HTTP_PROBE
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# probe ICMP_PROBE
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host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# fail-on-all

HTTP_PROBE または ICMP_PROBE がエラーになっても、SERVER1 実サーバ

は OPERATIONAL 状態を維持します。両方のプローブがエラーになると、この

実サーバはエラーとなり、PROBE-FAILED 状態になります。

サーバ ファーム内の実サーバの AND プローブ ロジックを解除するには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no fail-on-all

サーバ ファーム内の実サーバの接続制限の設定

サーバ ファーム内の実サーバに許可する接続数を制限することにより、実サー

バが過負荷にならないようにすることができます。サーバ ファーム（host また

は redirect）実サーバ コンフィギュレーション モードで conn-limit コマンドを

使用すると、実サーバへの接続数を制限できます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

conn-limit max maxconns min minconns

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • max maxconns - 実サーバへのアクティブ接続の 大数を指定します。接続

数が maxconns しきい値を超えると、接続数が設定済み minconns 値未満に

なるまで、ACE は実サーバへの接続の送信を停止します。2 ～ 4000000 の
整数を入力します。デフォルト値は 4000000 です。

 • min minconns - 大接続（maxconns）しきい値を超えた後、サーバに接続

を送信するために、接続数がこの値未満でなければならない 小接続数を指

定します。minconns 値は、maxconns 値以下である必要があります。デフォ

ルト値は 4000000 です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 4000
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# conn-limit max 5000 min 4000

実サーバから接続制限を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no conn-limit
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サーバ ファーム内の実サーバに対するレート制限の設定

「実サーバの接続制限の設定」 では、サーバ ファーム内の実サーバに対するアク

ティブな接続の合計数を制限する方法でシステム リソースを節約する（ACEを

参照）だけでなく、サーバ ファーム内の実サーバの接続レートと帯域幅レート

を制限することもできます。接続レートとは、ACE の受信接続および特定の実

サーバへの発信接続の 1 秒あたりの数です。帯域幅レートとは、ACE の受信お

よび特定の実サーバへの発信の 1 秒あたりのバイト数です。

サーバ ファーム内の実サーバの接続レートまたは帯域幅レートが制限値に達す

ると、ACE は接続レートまたは帯域幅レートが設定されている制限値を下回る

まで、その実サーバへのその後のトラフィックをブロックします。ACE はさら

に、ブロックした実サーバをその後のロード バランシングの判断から除外し、

サーバ ファーム内の実サーバのうち、現在の接続レートまたは帯域幅レートが

設定されている制限値を下回るサーバだけを考慮対象とします。デフォルトで

は、ACE はサーバ ファーム内の実サーバの接続レートと帯域幅レートのいずれ

も制限しません。

次の接続レートおよび帯域幅レートも制限できます。

 • 集約レベルでの実サーバ。詳細については、「実サーバのレート制限の設定」

を参照してください。

 • 接続パラメータ マップ内の仮想サーバ。詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照し

てください。

（注） サーバ ファームに関連付けられている実サーバに設定する接続レートまたは帯

域幅レートの制限値は、サーバ ファームに含まれていない実サーバに設定する

接続レートまたは帯域幅レートの制限値を超えることはできません。

サーバ ファーム内の実サーバの接続レートまたは帯域幅レートを制限するには、

サーバ ファーム host 実サーバ コンフィギュレーション モードまたはサーバ 
ファーム redirect 実サーバ コンフィギュレーション モードで rate-limit コマン

ドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

rate-limit {connection number1 | bandwidth number2}

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • connection number1 - 1 秒あたりの接続数で、実サーバの接続レート制限値

を指定します。2 ～ 4294967295 の整数を入力します。デフォルト値はあり

ません。
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 • bandwidth number2 - 1 秒あたりのバイト数で実サーバの帯域幅レート制限

値を指定します。2 ～ 4294967295 の整数を入力します。デフォルト値はあ

りません。

たとえば、実サーバの接続レートを 1 秒当たり 100000 接続に制限するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 4000
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# rate-limit connection 100000

実サーバの接続レートを制限しないというデフォルトの動作に ACE を戻すに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no rate-limit connection 100000

たとえば、実サーバの帯域幅レートを 1 秒あたり 5000000 バイトに制限するに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 4000
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# rate-limit bandwidth 5000000

実サーバの帯域幅レートを制限しないというデフォルトの動作に ACE を戻すに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no rate-limit bandwidth 5000000

実サーバの稼動

サーバ ファーム内の実サーバに対して接続の送信を開始するには、サーバを稼

動させる必要があります。サーバ ファーム host 実サーバまたはサーバ ファーム 
redirect 実サーバ コンフィギュレーション モードで inservice コマンドを使用す

ると、サーバ ファーム内の実サーバを稼動させることができます。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

inservice [standby]

バックアップ実サーバを設定する場合は、省略可能な standby キーワードを使

用します。standby キーワードは、プライマリ実サーバで障害が発生しない限

り、バックアップ実サーバを非アクティブのままにするように指定します。プラ

イマリ サーバに障害が発生すると、バックアップ サーバはアクティブになり、

接続の受信を開始します。
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（注） サーバ ファーム内の実サーバの設定の変更は、このサーバを非稼動にしないで

行うことができます。

たとえば、実サーバを稼動状態に置き、プライマリ実サーバに障害が発生するま

では非アクティブな状態にしておくには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host SF1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1 4000
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice standby

メンテナンスまたはソフトウェア アップグレードのために、バックアップ実

サーバをスタンバイ状態から外し、非稼動にするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no inservice 

バックアップ実サーバをスタンバイ状態から外し、稼動状態にして、接続を受け

入れられるようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# no inservice standby

（注） no inservice standby コマンドがバックアップ実サーバで有効になるのは、その

バックアップ実サーバに inservice standby が設定されている場合だけです。

standby オプションが適用されるのはバックアップ実サーバだけです。

たとえば、次のような設定について考えてみます。

serverfarm SFARM1
 rserver SERVER1
   backup-rserver SERVER2
   inservice
 rserver SERVER2
   backup-rserver SERVER3
   inservice standby
 rserver SERVER3
   inservice standby

SERVER2 に no inservice standby を入力すると、ACE は SERVER2 をスタン

バイ状態から外し、稼動状態にします。SERVER2 が接続の半数の受信を開始

し、SERVER1 が残りの半数を受信します。SERVER1 に障害が発生すると、

SERVER2 は SERVER1 の接続も受信します。
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（注） 大 3 つのバックアップ実サーバによるチェーンを構成できます。

スティッキ接続を備えたサーバの通常シャットダウン 
inservice standby コマンドは、バックアップ実サーバをスタンバイ稼動状態に

するほかに、プライマリ実サーバの通常シャットダウンを行います。スティッキ

接続を備えたサーバを通常にシャットダウンするには、このコマンドを使用しま

す。プライマリ実サーバにこのコマンドを入力すると、ACE では次のことが実

行されます。

 • サーバへの既存の非 TCP 接続を解除します。

 • 現在の TCP 接続を完了させます。

 • スティッキ データベースのエントリと一致する、既存のサーバ接続に対す

る新規のスティッキ接続を許可します。

 • 新規のすべての接続（上記の一致するスティッキ接続以外のもの）の負荷を

サーバ ファームの他のサーバに分散させます。

 • 後に、サーバを非稼動にします。

たとえば、サーバ ファーム内でスティッキ接続を備えたプライマリ実サーバに

通常シャットダウンを実行するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm sf1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver rs1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice standby

バックアップ サーバ ファームの設定

サーバ ファーム内のすべての実サーバがダウンした場合に、ACE が引き続きク

ライアント要求に対応できるようにするには、バックアップ サーバ ファームを

設定します。serverfarm name1 [backup name2] コマンドを使用して、レイヤ 7 
クラス マップの下でのレイヤ 7 ポリシー マップのアクションとして バックアッ

プ サーバ ファームを設定します。ポリシーの下でのバックアップ サーバ ファー

ムの設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラ

フィック ポリシーの設定」の「サーバ ファームへのロード バランシングのイ

ネーブル化」を参照してください。同じコマンドを使用して、スティッキ グ
ループの下のバックアップ サーバ ファームも設定できます。スティッキ グルー
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プの下でのバックアップ サーバ ファームに関する詳細は、第 5 章「スティッキ

機能の設定」の「スティッキ機能によるサーバ ファーム動作のバックアップ」

を参照してください。

NAT の不使用の設定

サーバ ファーム host コンフィギュレーション モードで transparent コマンドを

使用すると、VIP アドレスをサーバ IP アドレスに変換する NAT を使用しないよ

うに、ACE に指示することができます。サーバ ファームとしてファイアウォー

ルの非セキュア面とセキュア面を設定する場合に、FWLB でこのコマンドを使

用します。FWLB の詳細については、第 6 章「ファイアウォール負荷分散の設

定」を参照してください。このコマンドの構文は次のとおりです。

transparent

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sfarm-host)# transparent

ASN の設定

Asymmetric Server Normalization（ASN; 非対称サーバ正規化）を使用すると、

ACE は、クライアントから実サーバへの 初の要求をロード バランシングでき

ますが、サーバは ACE を迂回してクライアントに直接応答します。この動作

は、サーバからクライアントへの通信を加速し、クライアントには透過的に実行

されます。ASN で動作している ACE は、VIP アドレスを宛先としたパケットの

受信時にネットワーク変換を実行しません。クライアントからのトラフィックが 
VIP アドレスにヒットした場合、ACE はそのアドレスを宛先アドレスとして使

用しますが、宛先 MAC アドレスを実サーバのアドレスに書き換えます。

ここでは、次の内容について説明します。

 • ASN のサンプル トポロジ

 • ASN の設定に関する考慮事項

 • ACE での ASN の設定
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ASN のサンプル トポロジ

図 2-1 に、VIP アドレスが実サーバの IP サブネットに属さない場合の ASN ネッ

トワーク トポロジを示します。

図 2-1 ASN のネットワーク トポロジの例

このトポロジは、クライアント（10.20.10.101）、ルータ、ACE、および 2 つの実

サーバ（10.10.15.100 および 10.10.15.101）で構成されています。実サーバは両

方とも、VIP アドレス 192.168.5.5 のサーバ ファームに含まれています。ルータ

と ACE はサブネット 10.10.15.0/24 にあります。クライアントが 192.168.5.5 に
接続すると、そのパケットはルータにヒットします。ルータがトラフィックを 
VIP アドレスに転送するための望ましい方法は、10.10.15.1 を通じた 192.168.5.5 
へのスタティック ルートです。ルータは 192.168.5.5 を宛先としてするトラ

フィックを ACE の MAC アドレスに転送します。ルータは、192.168.5.5 に 
Address Resolution Protocol（ARP）を使用する必要はありません。

24
04

16

VIP  192.168.5.5

ACE

10.20.10.101

10.10.15.12

10.10.15.100

10.10.15.2 10.10.15.1

VLAN 150

10.10.15.101
 real1  real2
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ASN の設定に関する考慮事項

ASN を設定する際には、次の点に注意してください。

 • 実サーバには仮想インターフェイス（ループバック インターフェイスと呼

ばれることもある）を設定する必要があります。

 • 仮想インターフェイスには、VIP アドレスの IP アドレスが必要です。

 • 仮想インターフェイスは、ARP 要求に応答してはなりません。

 • ASN はレイヤ 4 専用の機能です。ロード バランサは、クライアントとサー

バの双方向通信の両方の区間には関与しません。したがって、TCP/SSL の
終了を必要とする機能は ASN 環境には適用されません。ASN と両立できな

い機能は次のとおりです。

 – HTTP ヘッダー パーシング

 – HTTP ヘッダー挿入

 – cookie スティッキ

 – SYN cookies

 – SSL の終了または開始

 – エンドツーエンド SSL

 • ACE はクライアントからサーバへの接続区間しか認識していないため、接

続が終了したかどうかを検出できません。TCP が全二重の場合、一方向で 
FIN が送信されても、ACE が接続全体を停止したことを意味するわけでは

ありません。したがって、接続は、接続非アクティブ タイムアウト時間の

経過後にエージング アウトされます。デフォルトの接続非アクティビティ 
タイムアウトは次のとおりです。

 – ICMP - 2 秒

 – TCP - 3600 秒（1 時間）

 – UDP - 120 秒（2 分）

パラメータ マップ接続コンフィギュレーション モードで set timeout 
inactivity コマンドを使用すると、タイムアウト値を調整できます。タイム

アウト値を特定のトラフィック クラスに適用するには、クラス マップとポ

リシー マップを作成します。

次の例に、非アクティブになってから 20 秒後にすべての TCP 接続をタイム

アウトにする接続パラメータ マップを作成し、レイヤ 4 ポリシー マップの

下に適用する例を示します。
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host1/Admin(config)# parameter-map type connection timeouts
host1/Admin(config-parammap-conn)# set time activity 20
host1/Admin(config-parammap-conn)# exit
host1/Admin(config)# policy-map multi-match LBPOL
host1/Admin(config-pmap)# class vip
host1/Admin(config-pmap-c)# connection advanced-options timeouts

ACE は、タイマーが切れると、両方の接続エントリを自動的に停止し、ク

ライアントとサーバに TCP RST を送信します。

 • ASN で動作している場合、実サーバは、ロード バランサ に対して レイヤ 2 
隣接になっている必要があります。それは、ロード バランサが宛先 MAC ア
ドレスの書き換えを実行し、書き換えられた MAC は常に実サーバに属して

いるからです。図 2-1 の例では、実サーバは VLAN 150 に置かれている必

要があります。ACE と実サーバの間には、ルーテッド ホップを入れること

はできません。

 • ロード バランサ上にある各 VIP アドレス用として、実サーバ上に仮想イン

ターフェイスを作成する必要があります。トポロジによっては、サーバに 
ARP 抑制機能を設定しなければならない場合もあります。

ACE での ASN の設定

ACE に ASN を設定する方法は次のとおりです。

 • サーバ ファーム host コンフィギュレーション モードで transparent コマン

ドを使用し、トランスペアレント サーバ ファームとしてサーバ ファームを

設定します。透過サーバ ファームが設定されていると、ACE は VIP アドレ

スの実サーバ アドレスへの NAT 変換を実行しません。

 • VLAN インターフェイス コンフィギュレーション モードで no 
normalization コマンドを使用することにより、クライアント側インター

フェイスで TCP 正規化をディセーブルにします。正規化をディセーブルに

すると、ACE ステートフルネスが無効になり、ACE は、事前に完全なス

リーウェイ ハンドシェークが行われなくても、クライアント側が発信する 
TCP ACK とデータを受け入れることができるようになります。TCP 正規化

のディセーブル化についての詳細は、『Cisco Application Control Engine 
Module Security Configuration Guide』を参照してください。

ASN を設定すると、サーバは ACE を迂回して直接クライアントに応答します。

ただし、クライアントは ACE を介してサーバに到達します。つまり、正規化を

ディセーブルにすることによってトラフィックは非対称に処理されることになり

ます。
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次に、図 2-1 に示されている ASN トポロジの実サーバ、サーバ ファーム、およ

び VIP アドレスの設定例を示します。

access-list inbound line 10 extended permit ip host 10.20.10.101 host 
192.168.5.5

rserver host real1
ip address 10.10.15.100
inservice

rserver host real2
ip address 10.10.15.101
inservice

serverfarm host farm1
transparent
rserver real1

inservice
rserver real2

inservice

class-map match-all vip
2 match virtual-address 192.168.5.5 any

parameter-map type connection timeouts
set time activity 20

policy-map type loadbalance first-match lbpol
class class-default

serverfarm farm1
policy-map multi-match LBPOL

class vip
loadbalance vip inservice
loadbalance policy lbpol
loadbalance vip icmp-reply active
connection advanced-options timeouts

interface vlan 150
description server-side
ip address 10.10.15.1 255.255.255.0
no normalization
access-group input inbound
service-policy input LBPOL
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.15.2
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クライアントが VIP アドレスに接続すると、ACE は双方向の接続の確立をログ

に記録します。この接続は、EXEC モードの show connection コマンドで表示

できます。

ただし、サーバからクライアントへの接続の 2 つめの区間はアイドル状態のまま

で、バイト カウントは増分されません。

サーバのヘルス状態を定期的に確認するには、上記の設定例の 192.168.5.5 の仮

想アドレスをプローブする必要があります。次に、簡単な ICMP プローブの設

定例を示します。

probe icmp ICMP1
ip address 192.168.5.5

serverfarm host farm1
probe ICMP1

サーバ ファームの設定例
次の例は、サーバの重みに基づいて実サーバのリストから次のサーバを選択する

実行コンフィギュレーションです（WRR）。例では、サーバ ファームの設定を

太字で示しています。

この設定では、ACE は WRR プレディクタ方式で実サーバの重み値を使用しま

す。重み値が大きい実サーバは、重み値が小さい実サーバに比べて、受け取る接

続数が比例して多くなります。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host SERVER1
  ip address 192.168.252.245
  inservice
rserver host SERVER2
  ip address 192.168.252.246
  inservice
rserver host SERVER3
  ip address 192.168.252.247
  inservice
rserver host SERVER4
  ip address 192.168.252.248
  inservice
rserver host SERVER5
  ip address 192.168.252.249
  inservice
rserver host SERVER6
  ip address 192.168.252.250
  inservice
serverfarm host SFARM1
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  probe HTTP_PROBE
  predictor roundrobin
  rserver SERVER1
    weight 10
    inservice
  rserver SERVER2
    weight 20
    inservice
   rserver SERVER3
    weight 30
    inservice

serverfarm host SFARM2
  probe HTTP_PROBE
  predictor roundrobin
  rserver SERVER4
    weight 10
    inservice
  rserver SERVER5
    weight 20
    inservice
   rserver SERVER6
    weight 30
    inservice

class-map match-all L4WEB_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.120.112 tcp eq www 
policy-map type loadbalance first-match L7WEB_POLICY
  class class-default
    serverfarm SFARM1 backup SFARM2
policy-map multi-match L4WEB_POLICY
  class L4WEB_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7WEB_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply active
    nat dynamic 1 VLAN 120

interface vlan 120
  description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
  ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
  fragment chain 20
  fragment min-mtu 68
  access-group input ACL1
  nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.70 netmask 255.255.255.0 pat
  service-policy input L4WEB_POLICY
  no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254
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実サーバの設定および統計情報の表示
ここでは、実サーバの設定および統計情報に関する情報を表示するために使用す

るコマンドについて説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • 実サーバの設定の表示

 • 実サーバの統計情報の表示

 • 実サーバの接続の表示

実サーバの設定の表示

EXEC モードで show running-config rserver コマンドを使用すると、実サーバ

の設定に関する情報を表示することができます。このコマンドの構文は次のとお

りです。

show running-config rserver

実サーバの統計情報の表示

EXEC モードで show rserver コマンドを使用すると、指定した実サーバまたは

すべての実サーバの要約または詳細な統計情報を表示することができます。この

コマンドの構文は次のとおりです。

show rserver [name] [detail]

引数およびオプションは、次のとおりです。

 • name - （任意）既存の実サーバの識別子です。スペースを含まず引用符な

しの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

 • detail - （任意）名前を入力した実サーバまたはすべての実サーバの詳細な

統計情報を表示します。

たとえば、すべての設定済み実サーバの詳細な統計情報を表示するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin# show rserver detail
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表 2-3 は、show rserver コマンド出力のフィールドを示しています。

表 2-3 show rserver コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

実サーバの要約情報

Rserver 実サーバの名前です。

Type 設定済み実サーバのタイプです。HOST または REDIRECT 
になります。

State 実サーバの現在の状態です。

 • INACTIVE - 実サーバはサーバ ファームに関連付けら

れていません。

 • OPERATIONAL - 実サーバはプライマリ モードで稼動

しています。

 • STANDBY - 実サーバはバックアップ モードで稼動し

ています。

 • OUTOFSERVICE - 実サーバは稼動していません（プ

ライマリとバックアップの両方の実サーバに適用）。

Real
Serverfarm サーバが属するサーバ ファームの名前です。

IP Address 実サーバの IP アドレスです。

Weight サーバ ファーム内の実サーバの重みです。

State サーバ ファームの状態です。OPERATIONAL または 
OUTOFSERVICE になります。

Current 
Connections

実サーバへのアクティブ接続数です。

Total 
Connections

実サーバへの合計接続数です。

実サーバの詳細情報

Rserver 実サーバの名前です。

Type 設定済み実サーバのタイプです。HOST または REDIRECT 
になります。
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State 実サーバの現在の状態です。INACTIVE（サーバ ファーム

との関連付けなし）、OPERATIONAL、または 
OUTOFSERVICE になります。

Description 240 文字以内の英数字でユーザが実サーバについて入力し

たテキスト説明です。

Max-conns 実サーバへのアクティブ接続の設定された 大許容数です。

Min-conns 小接続数（ 大接続しきい値を超えたあと、そのサーバ

に接続を送信するためには、接続数がこの値未満になる必

要があります）

Out-of-rotation- 
count

実サーバがロード バランシングの対象外となった回数（接

続数、接続レート、または帯域幅レートがサーバに設定さ

れている制限値を超えたため）

Conn-rate-limit 実サーバの設定された接続レート制限値（1 秒あたりの接

続数）

Bandwidth-rate- 
limit

実サーバの設定された帯域幅レート制限値（1 秒あたりの

バイト数）

Weight 実サーバの設定済み重みです。

Redirect Str 設定されているリダイレクト ストリング（リダイレクト 
サーバの場合だけ）

Redirect Code 設定されているリダイレクト コード（リダイレクト サーバ

の場合だけ）

Redirect Port 設定されているリダイレクト ポート（リダイレクト サーバ

の場合だけ）

Real
Serverfarm サーバが属するサーバ ファームの名前です。

IP Address 実サーバの IP アドレスです。

Weight サーバ ファーム内の実サーバの設定済み重みです。

State 実サーバの現在の状態です。OPERATIONAL または 
OUTOFSERVICE になります。

Current 
Connections

実サーバへのアクティブ接続数です。

表 2-3 show rserver コマンド出力のフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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Total 
Connections

実サーバへの合計接続数です。

Max-Conns 実サーバへのアクティブ接続の設定された 大許容数です。

Min-Conns 小接続数（ 大接続しきい値を超えたあと、そのサーバ

に接続を送信するためには、接続数がこの値未満になる必

要があります）。

Conn-Rate-Limit サーバ ファーム内の実サーバの設定された接続レート制限

値（1 秒あたりの接続数）

Bandwidth-Rate- 
Limit

サーバ ファーム内の実サーバの設定された帯域幅レート制

限値（1 秒あたりの接続数）

Out-of-Rotation- 
Count

実サーバがロード バランシングの対象外となった回数（接

続数、接続レート、または帯域幅レートがサーバに設定さ

れている制限値を超えたため）

Total 
Conn-failures

実サーバへの接続の確立に失敗した接続試行の合計数です。

正規化がイネーブルになっているレイヤ 4 トラフィックで

は、次の理由のいずれかでスリーウェイ ハンドシェークが

確立されない場合、カウントが増分されます。

 • SYN-ACK の後に RST がクライアントまたはサーバか

ら発信される。

 • サーバが SYN に応答しない。接続はタイムアウトになる。

正規化がディセーブルになっているレイヤ 4 トラフィック

では、カウントは増分されません。

L7 トラフィック（正規化は常にイネーブル）では、次の理

由のいずれかでスリーウェイ ハンドシェークが確立されな

い場合、カウントが増分されます。

 • フロントエンドの接続の確立後に RST がサーバから発

信される。

 • サーバが SYN に応答しない。接続はタイムアウトになる。

表 2-3 show rserver コマンド出力のフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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第 2 章      実サーバおよびサーバ ファームの設定

実サーバの設定および統計情報の表示
実サーバの接続の表示

EXEC モードで show conn rserver コマンドを使用すると、実サーバのアクティ

ブなインバウンドとアウトバウンドの接続を表示することができます。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

show conn rserver name1 [port_number] [name2]

引数およびオプションは次のとおりです。

 • name1 - 表示する接続を持つ既存の実サーバの識別子です。スペースを含ま

ず引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

 • port_number - （任意）サーバのポート番号です。1 ～ 65535 の整数を入力

します。

 • name2 - （任意）実サーバが関連付けられている既存のサーバ ファームの識別

子です。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show conn rserver SERVER1 4000 serverfarm SFARM1

表 2-4 は、show conn rserver コマンド出力のフィールドを示しています。

表 2-4 show conn rserver コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

Conn-ID 接続の数値識別子です。

NP インバウンドまたはアウトバウンドの実サーバ接続を処理

するネットワーク プロセッサ 
Dir 接続のトラフィックの方向。in または out です。

Proto 接続に使用される TCP/IP プロトコルです。

VLAN インバウンド接続およびアウトバウンド接続に使用される 
VLAN の数値識別子です。

Source インバウンド接続およびアウトバウンド接続の送信元 IP ア
ドレスおよびポートです。
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実サーバの設定および統計情報の表示
Destination インバウンド接続およびアウトバウンド接続の宛先 IP アド

レスおよびポートです。

State 接続の現在の状態です。非 TCP 接続は「--」と表示されます。

TCP 接続の値は次のとおりです。

 • INIT - 接続が閉じています。これは接続の初期状態です。

 • SYNSEEN - ACE はクライアントから SYN パケットを

受信しました。

 • SYNACK - ACE は SYNACK パケットをクライアント

に送信しました。

 • ESTAB - スリーウェイ ハンドシェイクが完了し、接続

が確立されました。

 • CLSFIN - ACE は FIN パケットによって接続を閉じま

した。

 • CLSRST - ACE は接続をリセットすることによって閉

じました。

 • CLSTIMEOUT - 接続がタイムアウトになったので、

ACE は接続を閉じました。

 • CLOSED - 接続が半分閉じています。

表 2-4 show conn rserver コマンド出力のフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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実サーバの統計情報および接続のクリア
実サーバの統計情報および接続のクリア
ここでは、実サーバの統計情報および接続情報をクリアするために使用するコマ

ンドについて説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • 実サーバの統計情報のクリア

 • 実サーバ接続のクリア

実サーバの統計情報のクリア

EXEC モードで clear rserver コマンドを使用すると、関連付けられているサー

バ ファームに関係なく、特定の実サーバのすべてのインスタンスについて統計

情報をゼロにすることができます。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear rserver name

name 引数は、クリアする統計情報の既存の実サーバの識別子です。引用符で囲ま

ずにスペースを入れないで、64 文字以内の英数字で、実サーバ名を入力します。

たとえば、実サーバ SERVER1 の統計情報をリセットするには、次のように入

力します。

host1/Admin# clear rserver SERVER1

（注） 冗長構成の場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、実サーバの統計情

報を明示的に消去する必要があります。アクティブ モジュール上の統計情報を

消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い値のまま残ります。

実サーバ接続のクリア

EXEC モードで clear conn rserver コマンドを使用すると、実サーバの接続をク

リアすることができます。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear conn rserver name1 [port] serverfarm name2
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サーバ ファームの設定および統計情報の表示
引数、オプション、およびキーワードは、次のとおりです。

 • name1 - クリアする接続を持つ既存の実サーバの一意な識別子です。引用符

で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内の英数字で、実サーバ名を

入力します。

 • port - （任意）実サーバのポート番号です。1 ～ 65535 の整数を入力します。

 • serverfarm name2 - 実サーバが関連付けられているサーバ ファームの一意

な識別子を指定します。引用符で囲まずにスペースを入れないで、64 文字

以内の英数字で、サーバ ファーム名を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear conn rserver SERVER1 4000 SFARM1

サーバ ファームの設定および統計情報の表示
ここでは、サーバ ファームの設定情報および統計情報を表示するために使用で

きるコマンドについて説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • サーバ ファームの設定の表示

 • サーバ ファームの統計情報の表示

 • サーバ ファームの接続の表示

サーバ ファームの設定の表示

EXEC モードで show running-config serverfarm コマンドを使用すると、サー

バ ファームの設定に関する情報を表示することができます。このコマンドの構

文は次のとおりです。

show running-config serverfarm

サーバ ファームの統計情報の表示

EXEC モードで show serverfarm コマンドを使用すると、サーバ ファームの要

約または詳細な統計情報を表示することができます。このコマンドの構文は次の

とおりです。
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サーバ ファームの設定および統計情報の表示 
show serverfarm [name [detail | retcode]]

引数およびオプションは次のとおりです。

 • name - （任意）name 引数で指定したサーバ ファームの統計情報です。引用

符で囲まずに 64 文字以内の英数字で、既存のサーバ ファームの名前を入力

します。

 • detail - （任意）指定したサーバ ファームの詳細な統計情報を表示します。

 • retcode - （任意）サーバ ファームに関連付けられた HTTP リターン コード

を表示します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show serverfarm name sfarm1 detail

表 2-5 に、show serverfarm detail コマンド出力のフィールドについて説明します。

表 2-5 show serverfarm detail コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

Serverfarm サーバ ファームの名前です。

Type 設定されているサーバ ファームのタイプです。HOST また

は REDIRECT になります。

Total Rservers サーバ ファームに関連付けられた実サーバの合計数です。

Active Rservers サーバ ファーム内のアクティブな実サーバの数です。

Description 240 文字以内の英数字でユーザがサーバ ファームについて

入力したテキスト説明です。

State サーバ ファームの現在の状態です。値は、ACTIVE または 
INACTIVE です。
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サーバ ファームの設定および統計情報の表示
Predictor and 
field values

ロード バランシング方式、およびプレディクタに関連付け

られているさまざまなフィールドの値。可能なプレディク

タは、次のとおりです。

 • HASH-ADDRSRC

 • HASH-ADDRDEST

 • HASH-COOKIE

 • HASH-HEADER

 • HASH-HTTP-CONTENT

 • HASH-LAYER4-PAYLOAD

 • HASH-URL

 • LEASTBANDWIDTH

 • LEASTCONNS

 • LEASTLOADED

 • RESPONSE

 • ROUNDROBIN
Failaction サーバ ファーム内の実サーバで障害が発生した場合に、

ACE が実行するアクションです。可能なアクションは、消

去またはなしです。

Back-Inservice partial-threshold コマンドの back-inservice キーワードの

設定値。ACE がプライマリ サーバ ファームを再稼動する

ために必要な、サーバ ファーム内のアクティブ状態の実

サーバの 小パーセンテージを指定します。

Partial-Threshold partial-threshold コマンドの設定値。プライマリ サーバ 
ファームが稼動状態を維持するために必要な、アクティブ

状態の実サーバの 小パーセンテージを指定します。

Num Times 
Failover

サーバ ファームがバックアップ サーバ ファームにフェール

オーバーした回数

Num Times Back 
Inservice

フェールオーバー後に ACE がサーバ ファームを稼動状態

に戻した回数

表 2-5 show serverfarm detail コマンド出力のフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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サーバ ファームの設定および統計情報の表示 
Total 
Conn-Dropcount

接続数が conn-limit max の設定値を超えたために ACE が
廃棄した接続の合計数です。「実サーバの接続制限の設定」

を参照してください。

Real
Rserver サーバ ファームに関連付けられた実サーバの名前です。

IP 
Address:Port

実サーバの IP アドレスおよびポートです。

Weight サーバ ファーム内の実サーバに割り当てられた重みです。

State 実サーバの現在の状態です。可能な状態は、

OPERATIONAL または OUTOFSERVICE です。

Current 
Connections

実サーバへのアクティブ接続数です。

Total 
Connections

指定したサーバ ファームへの合計接続数です。

Maxconns 実サーバへのアクティブ接続の設定された 大許容数です。

Minconns 小接続数（ 大接続しきい値を超えたあと、そのサーバ

に接続を送信するためには、接続数がこの値未満になる必

要があります）。

Out-of-rotation- 
count

実サーバがロード バランシングの対象外となった回数（接

続数、接続レート、または帯域幅レートがサーバに設定さ

れている制限値を超えたため）

Conn-rate-limit 実サーバの設定された接続レート制限値（1 秒あたりの接

続数）

Bandwidth-rate- 
limit

実サーバの設定された帯域幅レート制限値（1 秒あたりの

バイト数）

Retcode 設定されている HTTP リターン コード

Average 
Response Time

応答プレディクタの場合、実サーバの平均応答時間（ミリ

秒単位）

Connection 
Failures

実サーバへの接続の確立に失敗した接続試行の合計数です。

表 2-5 show serverfarm detail コマンド出力のフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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サーバ ファームの設定および統計情報の表示
サーバ ファームの接続の表示

EXEC モードで show conn serverfarm コマンドを使用すると、サーバ ファーム

内のすべての実サーバのアクティブなインバウンドとアウトバウンドの現在の接

続を表示することができます。このコマンドの構文は次のとおりです。

show conn serverfarm name

name 引数は、表示する実サーバ接続があるサーバ ファームの名前です。引用符

で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内で英数字を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show conn serverfarm sfarm1

表 2-6 は、show conn serverfarm コマンド出力のフィールドを示しています。

表 2-6 show conn serverfarm コマンド出力のフィールドの説明 
 

フィールド 説明

Conn-ID 接続の数値識別子です。

Dir 接続のトラフィックの方向。in または out です。

Prot 接続に使用される TCP/IP プロトコルです。

VLAN インバウンド接続およびアウトバウンド接続に使用される 
VLAN の数値識別子です。

Source インバウンド接続およびアウトバウンド接続の送信元 IP ア
ドレスおよびポートです。
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サーバ ファームの設定および統計情報の表示 
Destination インバウンド接続およびアウトバウンド接続の宛先 IP アド

レスおよびポートです。

State 接続の現在の状態です。非 TCP 接続は「--」と表示されます。

TCP 接続の値は次のとおりです。

 • INIT - 接続が閉じています。これは接続の初期状態です。

 • SYNSEEN - ACE はクライアントから SYN パケットを

受信しました。

 • SYNACK - ACE は SYNACK パケットをクライアント

に送信しました。

 • ESTAB - スリーウェイ ハンドシェイクが完了し、接続

が確立されました。

 • CLSFIN - ACE は FIN パケットによって接続を閉じま

した。

 • CLSRST - ACE は接続をリセットすることによって閉

じました。

 • CLSTIMEOUT - 接続がタイムアウトになったので、

ACE は接続を閉じました。

 • CLOSED - 接続が半分閉じています。

表 2-6 show conn serverfarm コマンド出力のフィールドの説明 

 （続き）

フィールド 説明
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サーバ ファームの統計情報のクリア
サーバ ファームの統計情報のクリア
EXEC モードで clear serverfarm コマンドを使用すると、指定したサーバ 
ファーム内のすべての実サーバについて統計情報をゼロにリセットできます。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

clear serverfarm name [retcode] 

引数およびオプションは、次のとおりです。

 • name - リセットする実サーバ統計情報がある既存のサーバ ファームの識別

子です。引用符で囲まずにスペースを入れないで、64 文字以内の英数字で、

サーバ ファーム名を入力します。

 • retcode - （任意）指定したサーバ ファームのすべての HTTP リターン コー

ド（retcode）統計、情報をリセットします。HTTP リターン コードを確認

するようにサーバ ファームを設定する方法については、「サーバ ファームの 
HTTP リターン コード チェックの設定」を参照してください。

たとえば、サーバ ファーム SF1 内のすべての実サーバの統計情報（リターン 
コード 統計情報も含む）をリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin# clear serverfarm SF1 retcode

（注） 冗長構成の場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、サーバ ファームの

統計情報を明示的に消去する必要があります。アクティブ モジュール上の統計

情報を消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い値のまま残ります。

次の作業
実サーバおよびサーバ ファームの設定が完了したら、第 3 章「サーバ ロード バ
ランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」の説明に従って、対象のト

ラフィックをフィルタし、サーバ ファーム内のサーバに負荷を分散するように、

SLB トラフィック ポリシーを設定します。
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C H A P T E R 3 

サーバ ロード バランシングに関す
るトラフィック ポリシーの設定

この章では、分類（クラス）マップおよびポリシー マップを使用して、各種基

準に基づいて関係するネットワーク トラフィックのフィルタリングおよび照合

を行い、ACE のロード バランシング プレディクタ方式の 1 つを使用して、サー

バ ファーム内の実サーバへのトラフィックを分散させてロード バランスを図る

ように、ACEモジュールを設定する方法について説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

 • SLB トラフィック ポリシーの概要

 • レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック ス
タート

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーショ

ン クイック スタート

 • HTTP ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの設定

 • 汎用 TCP および UDP データ解析用のレイヤ 7 クラス マップの設定

 • SLB に対応するレイヤ 7 クラス マップの設定

 • SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー マップの設定

 • 汎用プロトコル パラメータ マップの設定

 • HTTP パラメータ マップの設定

 • RTSP パラメータ マップの設定

 • SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定

 • SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定           

SLB トラフィック ポリシーの概要
 • インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシーの適用

 • UDP ブースタの設定

 • 送信元ポートと宛先ポートが等しい場合にハッシュを実行するための ACE 
の設定

 • RDP ロード バランシングの設定

 • RADIUS ロード バランシングの設定

 • RTSP ロード バランシングの設定

 • SIP ロード バランシングの設定

 • サーバ ロード バランシング ポリシー コンフィギュレーションの例

 • ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示

 • SLB 統計情報の消去

 • 次の作業

SLB トラフィック ポリシーの概要
クラス マップで指定した一連のフロー一致基準に基づいて、ACE を宛先とする

インバウンド ネットワーク トラフィック、またはそれを通過するインバウンド 
ネットワーク トラフィックを分類します。各クラス マップでは、トラフィック

分類、つまり自分に関係のあるネットワーク トラフィックを定義します。ポリ

シー マップでは、分類された 1 組のインバウンド トラフィックに適用する、一

連のアクション（機能）を定義します。

ACE のトラフィック ポリシーは、次のサーバ ロード バランシング（SLB）トラ

フィック アトリビュートをサポートします。

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 接続情報 - 送信元または宛先 IP アドレス、送信元

または宛先ポート、仮想 IP（VIP） アドレス、および IP プロトコル

 • レイヤ 7 プロトコル情報 - Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテ

キスト転送プロトコル）cookie、HTTP URL、HTTP ヘッダー、Remote 
Authentication Dial-In User Service（RADIUS）、Remote Desktop Protocol

（RDP）、Real-Time Streaming Protocol（RTSP）、Session Initiation 
Protocol（SIP）、および SSL
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

SLB トラフィック ポリシーの概要  
トラフィック分類プロセスは、次の 3 つの手順からなります。

1. class-map コマンドおよび関連する match コマンドを使用してクラス マップ

を作成します。これらのコマンドが、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック

分類またはレイヤ 7 プロトコル分類に関連する 1 組の一致基準を形成します。

2. policy-map コマンドを使用してポリシー マップを作成します。このコマン

ドはクラス マップを参照し、トラフィック一致基準に基づいて、実行する

一連のアクションを特定します。

3. service-policy コマンドを使用して、特定の VLAN インターフェイスにポリ

シー マップを関連付けるか、またはグローバルにすべての VLAN インター

フェイスに関連付けることによって、ポリシー マップをアクティブにして、

ACE が受信したトラフィックのフィルタリングを行います。

図 3-1 に、SLB で ACE に使用させるレイヤ 3、レイヤ 4、およびレイヤ 7 ポリ

シーを作成して適用するプロセスの概要を示します。SLB ポリシー コンフィ

ギュレーションの各種コンポーネントを相互に関連付ける方法も示します。
3-3
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定           

SLB トラフィック ポリシーの概要
図 3-1 サーバ ロード バランシング コンフィギュレーションのフロー図
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート       
レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシー コンフィ
ギュレーション クイック スタート

表 3-1 に、レイヤ 7 HTTP クラス マップおよびレイヤ 7 HTTP ポリシー マップ

を設定する手順の概要を示します。同様の手順を使用して、別のサポート対象プ

ロトコルのレイヤ 7 クラス マップおよびポリシー マップを設定します。ステッ

プごとに、CLI コマンドおよび作業に必要な手順の参照を示します。各機能およ

び CLI コマンドに関連付けられているすべてのオプションについての詳細は、

表 3-1 以降のセクションを参照してください。

表 3-1 レイヤ 7 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. SLB に対応するレイヤ 7 クラス マップを作成します。「SLB に対応するレ

イヤ 7 クラス マップの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-all 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)#
3-5
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート
4. レイヤ 7 SLB クラス マップ用に、次の一致基準を 1 つまたは複数設定します。

• ロード バランシング用の HTTP コンテンツを定義します。「ロード バ
ランシング用の HTTP コンテンツ照合の定義」を参照してください。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# match http content abc*123 
offset 50

• HTTP ロード バランシング用の cookie を定義します。「HTTP ロード 
バランシング用の cookie の定義」を参照してください。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# match http cookie 
TESTCOOKIE1 cookie-value 123456

• ロード バランシング用の HTTP ヘッダーを定義します。「ロード バラ

ンシング用の HTTP ヘッダーの定義」を参照してください。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# match http header Host 
header-value .*cisco.com

• HTTP ロード バランシング用の URL を定義します。「HTTP ロード バ
ランシング用の URL の定義」を参照してください。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# match http url 
/WHATSNEW/LATEST.*

• 送信元 IP match 文を定義します。「送信元 IP アドレス一致基準の定

義」を参照してください。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# match source-address 

192.168.11.2 255.255.255.0

5. exit コマンドを使用して、コンフィギュレーション モードを再び開始します。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# exit
host1/Admin(config)#

6. SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー マップを作成します。「SLB に対応する

レイヤ 7 ポリシー マップの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# 

表 3-1 レイヤ 7 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート
7. ステップ 3 で作成したレイヤ 7 クラス マップとステップ 6 で作成したレイ

ヤ 7 ポリシー マップを関連付けます。「レイヤ 7 クラス マップをレイヤ 7 
ポリシー マップに関連付ける方法」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)#

表 3-1 レイヤ 7 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート
8. ネットワーク トラフィックがクラス マップと一致した場合に、ACE に実

行させるアクションとして、次のポリシー マップ アクションを 1 つまた

は複数指定します。

• ポリシー マップと一致したパケットの廃棄を ACE に指示します。「要

求の廃棄」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# drop

• ポリシー マップと一致したパケットをロード バランシングを行わずに

転送するように ACE に指示します。「ロード バランシングを行わずに

要求を転送する場合」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# forward

• HTTP ヘッダーの挿入をイネーブルにします。「HTTP ヘッダー挿入の

設定」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# insert-http Host header-value 
www.cisco.com

• サーバ ファームに対するロード バランシングをイネーブルにします。

「サーバ ファームへのロード バランシングのイネーブル化」を参照し

てください。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm FARM2 backup FARM3

• トラフィック クラス内のパケットの IP Differentiated Services Code 
Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）を指定します。「スティッキ 
サーバ ファームの設定」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# set ip tos 8

• SSL 開始側（SSL クライアントとして動作する ACE）を使用する場

合は、SSL プロキシ サービスを指定します。「SSL プロキシ サービス

の指定」を参照してください。SSL の詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module SSL Configuration Guide』を参照

してください。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# ssl-proxy client PROXY_SERVICE1

• スティッキ性（接続の持続性）を使用するには、ロード バランシング

用のスティッキ サーバを指定します。「スティッキ サーバ ファームの

設定」を参照してください。
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# sticky-serverfarm STICKY_GROUP1

表 3-1 レイヤ 7 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート
9. ロード バランシング用のレイヤ 7 ポリシー マップを使用するには、レイヤ 
3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー マップと関連付けておく必要があります。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップおよびポリシー マップを作成し、さ

らにレイヤ 7 ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに

関連付けます。最後に、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップをイン

ターフェイスに関連付けます。次の各セクションを参照してください。

• SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定

• SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定

• インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシーの適用

10. クラス マップ コンフィギュレーション、ポリシー マップ コンフィギュ

レーション、および統計情報を表示します（「ロード バランシング コン

フィギュレーション情報および統計情報の表示」を参照）。

host1/Admin# show running-config class-map
host1/Admin# show running-config policy-map

11.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 3-1 レイヤ 7 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定           

レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート
レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリ
シー コンフィギュレーション クイック スタート

表 3-2 に、レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポ
リシー マップを設定する手順の概要を示します。ステップごとに、CLI コマン

ドおよび作業に必要な手順の参照を示します。各機能および CLI コマンドに関

連付けられているすべてのオプションについての詳細は、表 3-2 以降のセクショ

ンを参照してください。

表 3-2 レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイッ

ク スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストで動作している場合は、CLI プロンプトを観察し、適

切なコンテキストで動作しているかどうかを確認してください。必要に応

じて、適切なコンテキストに変更するか、または直接ログインします。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application Control Engine 
Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップを作成します。「SLB 用レイヤ 
3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# class-map L4VIPCLASS
host1/Admin(config-cmap)#

4. VIP アドレス match 文を定義します。「VIP アドレス一致基準の定義」を

参照してください。

host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.1.10 tcp 
port eq 80

5. コンフィギュレーション モードを再び開始します。

host1/Admin(config-cmap)# exit
host1/Admin(config)#
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート         
6. レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを作成します。「SLB 用レイヤ 3 
およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)#

7. ステップ 3 で作成したレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップとステップ 4 
で作成したポリシー マップを関連付けます。「レイヤ 3 およびレイヤ 4 ク
ラス マップをポリシー マップに関連付ける方法」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap)# class L4VIPCLASS
host1/Admin(config-pmap-c)#

8. ネットワーク トラフィックがクラス マップと一致した場合に、ACE に実

行させるアクションとして、次のポリシー マップ アクションを 1 つまた

は複数指定します。

 • ACE が、仮想サーバの IP アドレスをホスト ルートとしてアドバタイ

ズできるようにします。「仮想サーバ IP アドレスのアドバタイズのイ

ネーブル化」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip advertise active 

 • ICMP ECHO 要求に応答できるようにします。たとえば、ユーザが 
VIP に ICMP ECHO 要求を送信した場合、このコマンドは ICMP 
ECHO-REPLY の送信を VIP に指示します。「ICMP 要求に対する VIP 
の応答をイネーブルにする方法」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip icmp-reply

 • レイヤ 7 SLB ポリシー マップとレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー 
マップを関連付け、レイヤ 7 分類のエントリ ポイントを提供します。

「レイヤ 7 SLB ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリ

シー マップに関連付ける方法」を参照してください。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy L7SLBPOLICY

 • VIP の SLB 動作をイネーブルにします。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

表 3-2 レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイッ

ク スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシー コンフィギュレーション クイック スタート
9. ポリシー マップをアクティブにして、インターフェイスに接続します。

「インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシーの適用」を参照

してください。

host1/Admin(config)# interface VLAN50
host1/Admin(config-if)# service-policy input L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-if)# Ctrl-z

10. クラス マップ コンフィギュレーション、ポリシー マップ コンフィギュ

レーション、および統計情報を表示します（「ロード バランシング コン

フィギュレーション情報および統計情報の表示」を参照）。

host1/Admin# show running-config class-map
host1/Admin# show running-config policy-map
host1/Admin# show service-policy name [detail]

11.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 3-2 レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー コンフィギュレーション クイッ

ク スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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HTTP ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの
設定

ここでは、アクション リスト、およびリストを使用して HTTP ヘッダーを挿入、

書き換え、および削除する方法について説明します。アクション リストは、レ

イヤ 7 HTTP ポリシー マップ内のレイヤ 7 HTTP クラス マップに関連付けるア

クションの名前付きグループです。コンフィギュレーション モードで 
action-list type modify http コマンドを使用して、HTTP ヘッダーを変更するア

クション リストを作成できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

action-list type modify http name

name 引数には、アクション リストの一意の名前を入力します。この名前は、

大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# action-list type modify http HTTP_MODIFY_ACTLIST
host1/Admin(config-actlist-mod)# 

設定からアクション リストを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no action-list type modify http 
HTTP_MODIFY_ACTLIST

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 1024 
関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、RDP、
RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されます。

regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現
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HTTP ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの設定
ここでは、アクション リストに挿入できる HTTP アクションについて説明します。

 • HTTP ヘッダー挿入の設定

 • HTTP ヘッダーの書き換えの設定

 • HTTP ヘッダーの削除の設定

アクション リストを作成し、アクションと関連付けたら、アクション リストと

レイヤ 7 ポリシー マップを関連付けます。詳細については、「アクション リスト

とレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け」を参照してください。

SSL の HTTP リダイレクト URL の書き換えの詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module SSL Configuration Guide』を参照してくださ

い。

HTTP ヘッダー挿入の設定

ACE で NAT を使用してクライアントの送信元 IP アドレスを VIP に変換する場

合、TCP および IP リターン トラフィックに対応するクライアントを特定する方

法がサーバに必要です。NAT を使用して送信元 IP アドレスが変換されているク

ライアントを特定する目的で、ユーザによって選択された総称ヘッダーとストリ

ング値をクライアント HTTP 要求に挿入することを ACE に指示できます。

（NAT の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Security 
Configuration Guide』を参照してください）。

（注） TCP サーバ再利用または持続性再バランスのどちらかがイネーブルの場合、

ACE はあらゆるクライアント要求にヘッダーを挿入します。TCP サーバ再利用

については、「TCP サーバ再利用の設定」を参照してください。持続性再バラン

スについては、「HTTP 持続性再バランスのイネーブル化」を参照してください。

クライアントからの HTTP 要求、サーバからの応答、またはその両方にヘッ

ダー名および値を挿入するには、アクション リスト変更コンフィギュレーショ

ン モードで header insert コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のと

おりです。

header insert {request | response | both} header_name header-value 
expression
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キーワード、オプション、および引数は、次のとおりです。

 • request - ACE がクライアントからの HTTP 要求パケットにだけ HTTP ヘッ

ダーを挿入するよう指定します。

 • response - ACE がサーバからの HTTP 応答パケットにだけ HTTP ヘッダー

を挿入するよう指定します。

 • both - ACE が HTTP 要求パケットと応答パケット両方に HTTP ヘッダーを

挿入するよう指定します。

 • header_name - HTTP ヘッダーの 識別子。 大 255 文字の英数字を、引用符

で囲まずに入力します。

 • header-value expression - 要求パケット、応答パケット、または両方に挿入

する HTTP ヘッダーの値を指定します。スペースを含まず引用符なしの英

数字を入力します（ 大 255 文字）。次の動的置換文字列を使用することも

できます。

 – %is - HTTP ヘッダーに送信元 IP アドレスを挿入

 – %id - HTTP ヘッダーに宛先 IP アドレスを挿入

 – %ps - HTTP ヘッダーに送信元ポートを挿入

 – %pd - HTTP ヘッダーに宛先ポートを挿入

ACE は、データ ストリングの照合に正規表現（regex）を使用することをサ

ポートします。表 3-3 は、正規表現で使用できるサポート対象文字の一覧で

す。置換パターンで %1 および %2 を使用する動的置換にはカッコ式を使用

します。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

表 3-3 ストリング式の照合に使用できる特殊文字 

表記法 説明

. 任意の 1 文字

.* ゼロ以上の任意の文字
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HTTP ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの設定
\. ピリオド（エスケープ）

[charset] 範囲内の任意の 1 文字と一致

[^charset] 範囲内の文字はどれも一致しません。その他の文字

はすべて、その文字のままです。

() 式のグループ化

(expr1 | expr2) 式の論理和

(expr)* 0 または複数の式

(expr)+ 1 または複数の式

expr{m,n} 式を m ～ n 回繰り返します。m および n の範囲は 
1 ～ 255 です。

expr{m} 式を厳密に m 回だけ照合します。m の範囲は 
1 ～ 255 です。

expr{m,} 式を m 回以上、照合します。m の範囲は 1 ～ 255 
です。

\a アラート（ASCII 7）
\b バックスペース（ASCII 8）
\f 用紙送り（ASCII 12）
\n 改行（ASCII 10）
\r 復帰（ASCII 13）
\t タブ（ASCII 9）
\v 垂直タブ（ASCII 11）
\0 ヌル（ASCII 0）
\\ バックスラッシュ

\x## 2 桁の 16 進表記で指定された任意の ASCII 文字

表 3-3 ストリング式の照合に使用できる特殊文字 （続き）

表記法 説明
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たとえば、クライアント要求とサーバ応答ヘッダーの両方に Host: 
source_ip:source_port を挿入するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# action-list type modify http HTTP_MODIFY_ACTLIST
host1/Admin(config-actlist-mod)# header insert both Host header-value 
%is:%ps

アクション リストとレイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップを関連付ける

には、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance http first-match 
L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7_CLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm sf1
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# action HTTP_MODIFY_ACTLIST

アクション リストから header insert コマンドを削除するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-actlist-mod)# no header insert both Host 
header-value %is:%ps

HTTP ヘッダーの書き換えの設定

クライアントからの要求パケット、サーバからの応答パケット、またはその両方

の HTTP ヘッダーを書き換えるには、アクション リスト変更コンフィギュレー

ション モードで header rewrite コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

header rewrite {request | response | both} header_name 
header-value expression replace pattern

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • request - ACE がクライアントからの HTTP 要求パケットの HTTP ヘッダー 
ストリングだけを書き換えるよう指定します。

 • response - ACE がサーバからの HTTP 応答パケットの HTTP ヘッダー スト

リングだけを書き換えるよう指定します。

 • both - ACE が HTTP 要求パケットと応答パケットの両方の HTTP ヘッダー 
ストリングを書き換えるよう指定します。

 • header_name - HTTP ヘッダーの 識別子。 大 255 文字の英数字を、引用符

で囲まずに入力します。
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HTTP ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの設定
 • header-value expression - 要求パケット、応答パケット、またはその両方で

置き換える HTTP ヘッダーの値を指定します。1 ～ 255 文字の英数字を入力

します。ACE は、データ ストリングの照合に regex を使用することをサ

ポートします。正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧について

は、表 3-3 を参照してください。置換パターンで %1 および %2 を使用する

動的置換にはカッコ式を使用します。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

 • replace pattern - ヘッダー値の正規表現の代わりに使用するパターン ストリ

ングを指定します。ヘッダー値の 初と 2 番めのカッコ式を動的に置換する

には、それぞれ %1 と %2 を使用します。

www.cisco.com を www.cisco.net に置き換えるには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# action-list type modify http HTTP_MODIFY_ACTLIST
host1/Admin(config-actlist-mod)# header rewrite request Host 
header-value www\.(cisco)\.com replace www.%1.net

アクション リストとレイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップを関連付ける

には、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance http first-match 
L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7_CLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm sf1
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# action HTTP_MODIFY_ACTLIST

アクション リストから header rewrite コマンドを削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-actlist-mod)# no header rewrite request Host 
header-value www\.(cisco)\.com replace www.%1.net
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HTTP ヘッダーの削除の設定

クライアントからの要求、サーバからの応答、またはその両方の HTTP ヘッ

ダーを削除するには、アクション リスト変更コンフィギュレーション モードで 
header delete コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

header delete {request | response | both} header_name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • request - ACE がクライアントからの HTTP 要求パケットのヘッダーだけを

削除するよう指定します。

 • request - ACE がサーバからの HTTP 応答パケットのヘッダーだけを削除す

るよう指定します。

 • both - ACE が HTTP 要求パケットと応答パケットの両方のヘッダーを削除

するよう指定します。

 • header_name - 削除する HTTP ヘッダーの 識別子。 大 255 文字の英数字

を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、要求パケットだけから Host ヘッダーを削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config)# action-list type modify http HTTP_MODIFY_ACTLIST
host1/Admin(config-actlist-mod)# header delete request Host

アクション リストとレイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップを関連付ける

には、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance http first-match 
L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7_CLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm sf1
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# action HTTP_MODIFY_ACTLIST

アクション リストから header delete コマンドを削除するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-actlist-mod)# no header delete request Host
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汎用 TCP および UDP データ解析用のレイヤ 7 クラス マップの設定
汎用 TCP および UDP データ解析用のレイヤ 7 ク
ラス マップの設定

汎用 TCP および UDP データ解析を使用して、ACE が明示的にサポートしない

プロトコルからのパケットで、正規表現（regex）照合を実行します。regex 照
合はカスタム プロトコル設定に基づいています。この作業を実行するには、汎

用 TCP または UDP データ解析用にレイヤ 7 クラス マップを作成し、TCP スト

リームまたは UDP パケットのペイロードに基づいてポリシー マップ アクション

を実行するよう ACE に指示します。

正規表現でメモリを大量に使用しないようにするには、汎用データ解析の設定時

に次の注意事項に従ってください。

 • VIP ごとに一般的な規則を 1 つだけ使用します。

 • 同じ VIP 上のすべての一般的な規則に同じオフセットを使用します。

 • アプリケーションで機能する、できる限り 小のオフセットを使用します。

 • 可能な場合は、レイヤ 4 ペイロードのスティッキ性（第 5 章「スティッキ機

能の設定」 を参照）と、レイヤ 4 ペイロードの照合を同時に導入するのを避

けます。

（注） persistence-rebalance コマンドは汎用プロトコル解析と互換性がありません。

コンフィギュレーション モードで class-map type generic コマンドを使用して、

汎用 TCP または UDP データ解析用のクラス マップを作成できます。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

class-map type generic match-all | match-any name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • generic - データ解析に非プロトコル固有の動作を指定します。

 • match-all | match-any - （任意）クラス マップに複数の一致基準が存在す

る場合に、ACE にレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィックをど

のように評価させるかを決定します。クラス マップは、match コマンドが

次の条件の 1 つと一致した場合に、一致と見なされます。

 – match-all - （デフォルト）ネットワーク トラフィックは、すべての一

致基準を満たす必要があります（暗黙の論理積）。
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 – match-any - ネットワーク トラフィックは、一致基準の 1 つを満たすだけ

で、ロード バランシング クラス マップと一致します（暗黙の論理和）。

 • name - クラス マップに割り当てる名前。スペースを含まず引用符なしの英数

字を入力します（ 大 64 文字）。名前は、クラス マップに使用するだけでは

なく、クラス マップとポリシー マップを関連付けるためにも使用します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type generic match-any GENERIC_L7_CLASS

コンフィギュレーションから クラス マップを削除するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config)# no class-map type generic match-any 
GENERIC_L7_CLASS

汎用プロトコル解析用のクラス マップを作成したあと、次の 1 つまたは複数の

文を設定します。

 • レイヤ 4 ペイロードの一致基準の定義

 • 送信元 IP アドレス一致基準の定義

レイヤ 4 ペイロードの一致基準の定義

汎用データ解析は、TCP または UDP ペイロードのあるレイヤ 4 で開始します。

これにより、レイヤ 5 のデータ（Lightweight Directory Access Protocol [LDAP] 
または DNS の場合）、またはレイヤ 7 のヘッダーやペイロード（たとえば、

HTTP）を照合できます。クラス マップ汎用コンフィギュレーション モードで 
match layer4-payload コマンドを使用して、レイヤ 4 ペイロードの一致基準を

定義できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match layer4-payload [offset number] | regex 
expression

（注） 同じ match-all クラス マップで複数の match layer4-payload コマンドは設定で

きません。
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キーワード、オプション、および引数は、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。シーケンス

番号は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 
1024 の固有の整数を入力します。

 • offset number - （任意）レイヤ 4 ペイロード式検索ストリングが開始する、

データの絶対オフセットを指定します。オフセットは TCP または UDP 本体

の 初のバイトから開始します。0 ～ 999 の整数を入力します。デフォルト

値は 0 です。

 • regex expression - TCP または UDP エンティティ本体に含まれるレイヤ 4 ペ
イロード式を指定します。ACE は、データ ストリングの照合に regex を使

用することをサポートします。正規表現に使用できる、サポート対象文字の

一覧については、表 3-3 を参照してください。置換パターンで %1 および 
%2 を使用する動的置換にはカッコ式を使用します。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 1024 
関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、RDP、
RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されます。

regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現
3-22
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

汎用 TCP および UDP データ解析用のレイヤ 7 クラス マップの設定       
たとえば、汎用レイヤ 4 データ解析のクラス マップを作成するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config)# class-map type generic match-any GENERIC_L7_CLASS
host1/Admin(config-cmap-generic)# 10 match layer4-payload offset 500 
regex abc123

クラス マップから match 文を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-generic)# no 10

送信元 IP アドレス一致基準の定義

クライアントの送信元 IP アドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングす

るようにクラス マップを設定するには、クラス マップ汎用コンフィギュレー

ション モードで match source-address コマンドを使用します。クラス マップの

一致基準がこのコマンドだけの場合、レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップと

見なします。

このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match source-address ip_address [netmask]

引数およびオプションは次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。ライン番号

は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 1024 
の固有の整数を入力します。

 • ip_address - クライアントの送信元 IP アドレス。ドット付き 10 進表記で IP 
アドレスを入力します（例：192.168.11.2）。

 • netmask - （任意）IP アドレスのサブネット マスク。ドット付き 10 進表記

でネットマスクを入力します（例：255.255.255.0）。デフォルト値は 
255.255.255.255 です。

（注） 同じ match-all クラス マップで複数の match source-address コマンドは設定で

きません。
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たとえば、送信元 IP アドレス 192.168.11.2 255.255.255.0 に対するクラス マッ

プ照合を指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)#  class-map type generic match-any 
GENERIC_L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap-generic)# 50 match source-address 192.168.11.2 
255.255.255.0

クラス マップから送信元 IP アドレスの match 文を削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-cmap-generic)# no 50

レイヤ 7 SLB クラス マップのネスト

クラス マップをネストすると、汎用解析に複雑な論理式を使用できます。ある

汎用クラス マップを別の汎用クラス マップの一致基準として指定するには、ク

ラス マップ汎用コンフィギュレーション モードで match class-map コマンドを

使用します。

（注） ACE では、ネストされたクラス マップを別のクラス マップに含めることがない

ように、クラス マップのネストが 2 段階までに制限されます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match class-map map_name

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。

 • map_name - 既存の汎用クラス マップの名前

match class-map コマンドを使用すると、同じクラス マップで match-any キー

ワードと match-all キーワードを組み合わせて使用できます。1 つのクラス マッ

プで match-all 特性と match-any 特性を組み合わせるには、matchコマンド

（match any または match allのいずれか）を 1 つ使用するクラス マップを作成

し、その後、別の match タイプを使用する第 2 のクラス マップの match 文とし

てこのクラス マップを使用します。
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たとえば、コマンド A、B、C、および D がそれぞれ別々の一致基準を表す場合

に、A、B、または C および D（A または B または [C および D]）と一致するこ

とによってクラス マップを満足させる、汎用プロトコル トラフィックを求める

とします。ネストされたクラス マップを使用しなかった場合、トラフィックが

クラス マップを満足させるには、4 種類すべての一致基準（A、B、C、D）と一

致しなければならないか、またはいずれかの一致基準（A、B、C、D）と一致し

なければなりません。一致基準 C および D と一致する（基準 E）match-all キー

ワードを使用するクラス マップを 1 つ作成することによって、一致基準 A、B、

および E を使用する match-any クラス マップを新しく作成できます。新しいト

ラフィック クラスには、必要な分類シーケンスである A または B または E が含

まれます。これは、A または B または [C および D] と同じです。

たとえば、match class-map コマンドを使用して、それぞれ match-any 特性と 
match-all 特性を持つ 2 つのクラス マップを結合して、1 つのクラス マップにす

るには、次のように入力します。

host1/Admin(config)#  class-map type generic match-any 
GENERIC_L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap-generic)# 50 match source-address 192.168.11.2 
255.255.255.0
host1/Admin(config-cmap-generic)# exit

host1/Admin(config)# class-map type generic match-all GENERIC_L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap-generic)# 10 match class-map GENERIC_L4_CLASS2
host1/Admin(config-cmap-generic)# 20 match source-address 192.168.11.2
host1/Admin(config-cmap-generic)# exit

汎用クラス マップからネストされたクラス マップを削除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-cmap-generic)# no 10

SLB に対応するレイヤ 7 クラス マップの設定
レイヤ 7 SLB クラス マップには、特定のレイヤ 7 ネットワーク トラフィックを

分類する一致基準を指定します。ここでは、HTTP cookie、HTTP ヘッダー、

HTTP URL、RADIUS アトリビュート、RDP、RTSP ヘッダーまたは URL、
SIP ヘッダー、送信元 IP アドレス、または SSL 暗号に基づいてレイヤ 7 SLB 用
クラス マップを作成する方法について説明します。

コンフィギュレーション モードで class-map type コマンドを使用すると、SLB 
用のレイヤ 7 クラス マップを作成し、クラス マップ コンフィギュレーション 
モードを開始できます。このコマンドの構文は次のとおりです。
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class-map type {{http | radius | rtsp | sip} loadbalance} [match-all | 
match-any] map_name 

1 つのクラス マップに複数の match コマンドを設定して、一致基準を指定でき

ます。たとえば、レイヤ 7 ロード バランシング クラス マップを設定して複数の 
URL、cookie、および HTTP ヘッダーをグループとして定義すると、そのグ

ループをトラフィック ポリシーに関連付けることができます。match-all および 
match-any キーワードで、クラス マップに複数の一致基準が存在する場合に、

ACE に複数の match 文処理をどのように評価させるかを決定します。

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • http - HTTP ロード バランシング クラス マップを指定します。これがデ

フォルトです。

 • radius - ロード バランシング用の Remote Access Dial-In User Service
（RADIUS）プロトコルを指定します。

 • rtsp - ロード バランシング用の RTSP を指定します。

 • sip - ロード バランシング用の SIP を指定します。

 • loadbalance - ロード バランシング タイプのクラス マップを指定します。

 • match-all | match-any - （任意）クラス マップに複数の一致基準が存在す

る場合に、ACE にレイヤ 7 HTTP SLB 処理をどのように評価させるかを決

定します。クラス マップは、match コマンドが次の条件の 1 つと一致した場

合に、一致と見なされます。

 – match-all - （デフォルト）ネットワーク トラフィックは、レイヤ 7 
ロード バランシング クラス マップと一致するために、すべての一致基

準を満たす必要があります（暗黙の論理積）。match-all キーワードを適

用できるのは、タイプが異なるレイヤ 7 ロード バランシングの match 
文だけです。たとえば、同じクラス マップの URL、HTTP ヘッダー、

および URL cookie 文に match-all 条件を指定することは有効です。し

かし、同じクラス マップに含まれる、同じ名前の複数の HTTP ヘッ

ダーまたは複数の cookie、または複数の URL に match-all 条件を指定

しても無効です。

 – match-any - ネットワーク トラフィックは、一致基準の 1 つを満たすだ

けで、HTTP ロード バランシング クラス マップと一致します（暗黙の

論理和）。match-any キーワードを適用できるのは、タイプが同じレイ

ヤ 7 ロード バランシングの match 文だけです。たとえば、ACE では、

同じクラス マップの URL、HTTP ヘッダー、および URL cookie 文に 
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match-any 条件は指定できませんが、同じクラス マップに含まれてい

る複数の URL、または名前が異なる複数の HTTP ヘッダーまたは複数

の cookie に match-any 条件を指定することは可能です。

 • map_name - クラス マップに割り当てる Unique Identifier（UID; 固有識別情

報）。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

クラス マップ名は、クラス マップに使用するだけではなく、クラス マップ

とポリシー マップを関連付けるためにも使用します。

L7SLBCLASS というレイヤ 7 ロード バランシング クラス マップを作成する場

合の入力例を示します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 

コンフィギュレーションからレイヤ 7 ロード バランシング クラス マップを削除

する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS

レイヤ 7 クラス マップに一致基準を指定する方法については、次のトピックを

参照してください。

 • コンフィギュレーションの考慮事項

 • ロード バランシング用の HTTP コンテンツ照合の定義

 • HTTP ロード バランシング用の cookie の定義

 • ロード バランシング用の HTTP ヘッダーの定義

 • HTTP ロード バランシング用の URL の定義

 • RADIUS ロード バランシングのアトリビュートの定義

 • RTSP ロード バランシング用のヘッダーの定義

 • RTSP ロード バランシング用の URL の定義

 • SIP ロード バランシング用のヘッダーの定義

 • 送信元 IP アドレス一致基準の定義

 • レイヤ 7 SLB クラス マップのネスト 
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コンフィギュレーションの考慮事項

SLB 用のクラス マップを作成する場合、制約事項は次のとおりです。

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップごとに、 大 10 の cookie 名およ

びヘッダー名を関連付けることができます。10 という 大数を超えないか

ぎり、cookie 名とヘッダー名の数の配分は任意です。

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップごとに、同じタイプの正規表現

（regex）のインスタンスを 大 1024 関連付けることができます。この制限

は、generic、HTTP、RADIUS、RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 
7 ポリシー マップ タイプに適用されます。regex を設定できる場所は、次の

とおりです。

 – レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 – レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 – サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 – スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 – レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL 
URL 再書き込みを含む）表現

 • ACE では、ネストされたクラス マップを別のクラス マップに含めることが

ないように、クラス マップのネストが 2 段階までに制限されます。

 • クラス マップの 大数は、ACE ごとに 8192 です。

ロード バランシング用の HTTP コンテンツ照合の定義

ACE では、メッセージ本文（ヘッダーではない）の正規表現ストリングに基づ

き、特定の接続から受信した HTTP メッセージ本文に対して、正規表現照合を

実行します。HTTP コンテンツに基づいてレイヤ 7 SLB の決定が行われるよう

にクラス マップを設定するには、クラス マップ コンフィギュレーション モード

で match http content コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

[line_number] match http content expression [offset number]
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引数およびオプションは次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。ライン番号

は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 1024 
の固有の整数を入力します。

 • expression - 照合する正規表現コンテンツ。1 ～ 255 文字の英数字でストリ

ングを入力します。ACE は、データ ストリングの照合に正規表現を使用す

ることをサポートします。正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧

については、表 3-3 を参照してください。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

 • offset number - （任意）ACE がメッセージ本文の解析を開始するバイトを

指定します。0 ～ 999 の整数を入力します。デフォルト値は 0 です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7_HTTP_CLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 10 match http content abc*123 offset 50

HTTP ロード バランシング用の cookie の定義

ACE では、cookie 式に基づき、特定の接続から受信したパケット データに対し

て、正規表現照合を実行します。クラスごとに 大 10 の cookie 名およびヘッ

ダー名を任意の組み合わせで設定できます。cookie の名前とストリングに基づ

いてレイヤ 7 SLB の決定が行われるようにクラス マップを設定するには、クラ

ス マップ コンフィギュレーション モードで match http cookie コマンドを使用

します。このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match http cookie {name | secondary name} 
cookie-value expression 
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キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。シーケンス

番号は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 
1024 の固有の整数を入力します。

 • name - 固有の cookie 名。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します

（ 大 64 文字）。

（注） cookie 名に下線（_）、ハイフン（-）、ピリオド（.）、セミコロン（;）な

ど、特定の文字を使用する場合は、これらの文字に相当するパーセント

符号化（% HEX HEX）文字に置き換えます。たとえば、

Regex_MatchCookie という cookie 名を設定する場合は、下線（_）文

字を相当するパーセント符号化文字である %5F に置き換え、CLI には 
cookie 名として Regex%5FMatchCookie を入力します。

 • secondary name - URL ストリング内の cookie を指定します。HTTP パラ

メータ マップでコマンドを使用すると、URL ストリング内の cookie のデリ

ミタを指定できます。詳細については、「URL デリミタの定義」を参照して

ください。

 • cookie-value expression - 一意の cookie 値の正規表現を指定します。スペー

スを含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 255 文字）。または、ス

トリング全体を引用符（“）で囲むことによって、スペースが含まれるテキ

スト ストリングを入力することもできます。ACE は、ストリング表現の照

合に正規表現の使用をサポートします。ストリング式の照合に使用できる、

サポート対象文字の一覧については、表 3-3 を参照してください。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。
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たとえば、testcookie1 という名前の cookie にレイヤ 7 クラス マップ ロード バ
ランスを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 100 match http cookie testcookie1 
cookie-value 123456

クラス マップから HTTP cookie match 文を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# no 100

ロード バランシング用の HTTP ヘッダーの定義

ACE では、HTTP ヘッダー式に基づき、特定の接続から受信したパケット デー

タに対して、正規表現照合を実行します。クラスごとに 大 10 の HTTP ヘッ

ダー名および cookie 名を任意の組み合わせで設定できます。HTTP ヘッダーの

名前と値に基づいてレイヤ 7 SLB の決定が行われるようにクラス マップを設定

するには、クラス マップ HTTP ロード バランス コンフィギュレーション モード

で match http header コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match http header name header-value expression 

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。シーケンス

番号は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 
1024 の固有の整数を入力します。

 • name - HTTP ヘッダーのフィールドの名前。スペースを含まず引用符なしの

英数字を入力します（ 大 64 文字）。または、ストリング全体を引用符（"）
で囲むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力する

こともできます。標準 HTTP ヘッダー フィールド名または任意のユーザ定

義のヘッダー フィールド名を含む、任意のヘッダー フィールド名を入力で

きます。標準 HTTP ヘッダー フィールド名の一覧については、表 3-4 を参

照してください。
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 • header-value expression - HTTP ヘッダーの指定されたフィールドの値と比

較する、ヘッダー値の正規表現ストリングを指定します。 大 255 文字の英

数字を入力します。ACE は、ヘッダー照合に正規表現を使用することをサ

ポートします。式はヘッダー マップに、header-name: expression の形式で

格納されます。スペースが含まれるストリング全体を引用符で囲むことに

よって、ヘッダー式にスペースを使用できます。match-all クラス マップを

使用する場合は、ヘッダー マップのすべてのヘッダーを照合する必要があ

ります。正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧については、

表 3-3 を参照してください。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

表 3-4 標準 HTTP ヘッダー フィールド 

フィールド名 説明

Accept 要求への応答で受け入れることのできる表現スキー

ム（コンテンツ タイプ メタ情報値）のリスト（項

目間の区切りはセミコロン）

Accept-Charset 応答に受け入れることのできる文字セット。この

フィールドによって、より広範囲の文字セットまた

は特定目的の文字セットを理解できるクライアント

は、これらの文字セットで文書を表現できるサーバ

に、その能力を知らせます。

Accept-Encoding ユーザがサーバから受け入れることのできるコンテ

ンツ符号化方式

Accept-Language その文書の言語の ISO コード。この言語コードは、

ISO 3316 言語コードと、国による差異を指定する

オプションの ISO639 国コードです。

Authorization ユーザ エージェントが通常、401 応答を受信したあと

で、サーバに対して自ら認証することを指定します。
3-32
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

SLB に対応するレイヤ 7 クラス マップの設定    
Cache-Control 要求 /応答チェーンに伴うすべてのキャッシング メ
カニズムが従わなければならないディレクティブ。

このディレクティブはキャッシュが要求または応答

に悪影響を及ぼすのを防ぐための動作を指定しま

す。

Connection 送信側が接続オプションを指定できるようにしま

す。

Content-MD5 エンドツーエンド インテグリティ チェックを提供

する entity-body の MD5 ダイジェスト。このヘッ

ダー フィールドを生成できるのは、クライアントま

たはオリジン サーバだけです。

Expect クライアントが要求する動作をサーバに伝えるため

にクライアントが使用します。

From 要求側ユーザ エージェントを制御する担当者の E 
メール アドレス

Host 要求されているリソースのインターネット ホストお

よびポート番号（ユーザまたは参照リソースによっ

て与えられたオリジナルの URI から取得）。Host 
フィールドの値は、オリジナル URL に示されるオ

リジン サーバ、またはゲートウェイの命名機関を表

していなければなりません。

If-Match 条件付きの方式で使用します。リソースから以前に 
1 つ以上のエンティティを取得したクライアントは、

If-Match ヘッダー フィールド内に、関連付けられ

ているエンティティ タグのリストを含めることに

よって、これらのいずれかのエンティティが 新の

値であることを確認できます。この機能により、

小のトランザクション オーバーヘッドでキャッシュ

情報を効率的にアップデートできます。この機能

は、要求のアップデート時にリソースの不適切な

バージョンによる改悪を防ぐためにも使用されま

す。特殊な例として、値「*」はリソースのあらゆ

る 新エンティティと一致します。

表 3-4 標準 HTTP ヘッダー フィールド （続き）

フィールド名 説明
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たとえば、Host という名前の HTTP ヘッダーにレイヤ 7 クラス マップ ロード 
バランスを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 100 match http header Host 
header-value .*cisco.com

クラス マップで正規表現を使用してワイルドカード検索のエミュレーションを

行い、ヘッダー値式ストリングを照合するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 10 match http header Host 
header-value .*cisco.com
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 20 match http header Host 
header-value .*yahoo.com

Pragma Pragma ディレクティブを通じて、サーバはこの

ディレクティブが何に該当するかを理解します。構

文は、HTTP の他の複数値フィールド（accept 
フィールドなど）と同じで、カンマ区切り方式のエ

ントリ リストです。オプションのパラメータはセミ

コロンで区切られます。

Referer 要求内の URI の取得元リソースのアドレス（URI）
Transfer-Encoding 送信者と受信者の間で安全に伝送するために、どの

タイプのトランスフォーメーションがメッセージ ボ
ディに適用されたか（該当する場合）。

User-Agent 要求を発信しているソフトウェア プログラムなど、

ユーザ エージェントに関する情報。この情報は統計、

プロトコル違反の追跡、および応答をカスタマイズ

して特定のユーザ エージェント制限を回避している

ユーザ エージェントの自動認識に使用されます。

Via 要求時にはユーザ エージェントおよびサーバ間、応

答時には起点サーバおよびクライアント間の、中間

プロトコルおよび受信側を指定するために、ゲート

ウェイおよびプロキシが使用します。

表 3-4 標準 HTTP ヘッダー フィールド （続き）

フィールド名 説明
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Via という名前の HTTP ヘッダーにレイヤ 7 クラス マップ ロード バランスを指

定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 30 match http header Via 
header-value 192.*

L7SLBCLASS クラス マップからすべての HTTP ヘッダー一致基準を削除する

には、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# no 10
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# no 20
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# no 30

HTTP ロード バランシング用の URL の定義

ACE では、HTTP URL ストリングに基づき、特定の接続から受信したパケット 
データに対して、正規表現照合を実行します。URL 名および任意で HTTP 方式

に基づいてレイヤ 7 SLB の決定が行われるようにクラス マップを設定するには、

クラス マップ HTTP ロード バランス コンフィギュレーション モードで match 
http url コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match http url expression [method name]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。line_number 
ライン番号は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。

2 ～ 1024 の固有の整数を入力します。

 • expression - 照合する URL または URL の一部分。1 ～ 255 文字の英数字で 
URL ストリングを入力します。ACE では、URL にホスト名が含まれてい

るかどうかに関係なく、HTTP 方式の後ろにある URL ストリングに対して

照合を実行します。ACE は、URL ストリングの照合に正規表現を使用する

ことをサポートします。正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧に

ついては、表 3-3 を参照してください。
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（注） URL の照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑問符（?）が

文字通りの意味を持たないことに注意してください。これらの記号

を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たとえば、

www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。ドット

（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッシュ（\）を

使用することもできます。

 • method name - （任意）照合する HTTP 方式を指定します。方式名として、

大 64 文字の英数字を引用符で囲まず、スペースを使用しないで入力しま

す。方式は、標準 HTTP 1.1 方式名（OPTIONS、GET、HEAD、POST、
PUT、DELETE、TRACE、または CONNECT）の 1 つにすることも、また

は厳密に一致しなければならないテキスト ストリング（CORVETTE など）

にすることもできます。

特定の URL にレイヤ 7 クラス マップ ロード バランスを指定するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 10 match http url /whatsnew/latest.*

正規表現を使用してワイルドカード検索のエミュレーションを行い、あらゆる 
.gif または .html ファイルと一致するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 100 match http url .*.gif
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 200 match http url .*.html

L7SLBCLASS クラス マップから URL match 文を削除するには、no およびライ

ン番号を入力します。たとえば、ライン 100 を削除する場合は、次のように入

力します。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# no 100

（注） ライン番号を使用しないで、オリジナル URL の match 文を入力した場合は、実

行コンフィギュレーションからライン番号を取得できます。実行コンフィギュ

レーションを表示するには、show running-config コマンドを入力します。
3-36
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

SLB に対応するレイヤ 7 クラス マップの設定    
RADIUS ロード バランシングのアトリビュートの定義

ACE では、calling-station-ID またはユーザ名の RADIUS アトリビュートに基づい

てレイヤ 7 RADIUS ロード バランシングを実行します。レイヤ 7 クラス マップを

設定したら（「SLB に対応するレイヤ 7 クラス マップの設定」 を参照）、クラス 
マップ RADIUS ロード バランス コンフィギュレーション モードで match radius 
attribute コマンドを使用して、レイヤ 7 RADIUS 一致基準を指定できます。この

コマンドの構文は次のとおりです。

match radius attribute {calling-station-id | username} expression

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • calling-station-id - 発信側端末の UID を指定します。

 • username - 接続を開始する RADIUS ユーザの名前を指定します。

 • expression - 照合する発信側端末 ID またはユーザ名。1 ～ 64 文字の英数字

でストリングを入力します。ACE は、ストリングの照合に正規表現を使用

することをサポートします。正規表現に使用できる、サポート対象文字の一

覧については、表 3-3 を参照してください。

（注） match-all クラス マップでは、同じタイプの match を複数設定できず、

match-any クラス マップでは異なるタイプの match を複数設定できません。

たとえば、発信側端末 ID に基づいて RADIUS 一致基準を設定するには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type radius loadbalance match-any 
RADIUS_L7_CLASS
host1/Admin(config-cmap-radius-lb)# 10 match radius attribute 
calling-station-id 122*

RADIUS_L7_CLASS クラス マップから RADIUS アトリビュート match 文を削

除するには、no およびライン番号を入力します。たとえば、ライン 10 を削除す

る場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-radius-lb)# no 10
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RTSP ロード バランシング用のヘッダーの定義

ACE では、RTSP ヘッダー式に基づき、特定の接続から受信したパケット デー

タに対して、正規表現照合を実行します。1 つのクラスで 大 10 の RTSP ヘッ

ダー名を設定できます。

（注） ACE が RTSP セッション要求を受信すると、 初の要求メッセージに基づいて

ロード バランシングが決定されます。以後の要求と応答メッセージの交換はすべ

て同じサーバに転送されます。ヘッダー一致基準を設定する場合、ヘッダーがメ

ディア プレーヤーによって 初の要求メッセージに含まれているか確認します。

RTSP ヘッダーの名前と値に基づいてレイヤ 7 SLB の決定が行われるようにクラ

ス マップを設定するには、クラス マップ RTSP ロード バランス コンフィギュ

レーション モードで match rtsp header コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match rtsp header name header-value expression 

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。シーケンス

番号は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 
1024 の固有の整数を入力します。

 • name - RTSP ヘッダーのフィールドの名前。スペースを含まず引用符なしの

英数字を入力します（ 大 64 文字）。または、ストリング全体を引用符（"）
で囲むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力する

こともできます。標準 RSTP ヘッダー フィールド名または任意のユーザ定

義のヘッダー フィールド名を含む、任意のヘッダー フィールド名を入力で

きます。

（注） RTSP は HTTP/1.1 の構文と動作において類似しているので、RTSP サーバがサ

ポートしている場合、表 3-4 で定義された任意の HTTP ヘッダーを使用できま

す。すべての RTSP ヘッダーの一覧については、RFC 2326 を参照してください。
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 • header-value expression - RTSP ヘッダーの指定されたフィールドの値と比

較する、ヘッダー値式のストリングを指定します。 大 255 文字の英数字を

入力します。ACE は、ヘッダー照合に正規表現を使用することをサポート

します。式はヘッダー マップに、header-name: expression の形式で格納さ

れます。スペースが含まれるストリング全体を引用符で囲むことによって、

ヘッダー式にスペースを使用できます。match-all クラス マップを使用する

場合は、ヘッダー マップのすべてのヘッダーを照合する必要があります。

正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧については、表 3-3 を参照

してください。

たとえば、Session という名前の RTSP ヘッダーにレイヤ 7 クラス マップ ロード 
バランスを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type rtsp loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 100 match rtsp header Session 
header-value abc123

クラス マップで正規表現を使用してワイルドカード検索のエミュレーションを

行い、ヘッダー値式ストリングを照合するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type rtsp loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 10 match rtsp header Require 
header-value feature1
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 20 match rtsp header Require 
header-value feature2

Via という名前の RTSP ヘッダーにレイヤ 7 クラス マップ ロード バランスを指

定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type rtsp loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 30 match rtsp header Via 
header-value 192.*

L7SLBCLASS クラス マップからすべての RTSP ヘッダー一致基準を削除するに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# no 10
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# no 20
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# no 30
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RTSP ロード バランシング用の URL の定義

ACE では、RTSP URL ストリングに基づき、特定の接続から受信したパケット 
データに対して、正規表現照合を実行します。URL 名および任意で RTSP 方式

に基づいてレイヤ 7 SLB の決定が行われるようにクラス マップを設定するには、

クラス マップ RTSP ロード バランス コンフィギュレーション モードで match 
rtsp url コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match rtsp url expression

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。line_number 
ライン番号は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。

2 ～ 1024 の固有の整数を入力します。

 • expression - 照合する URL または URL の一部分。1 ～ 255 文字の英数字で 
URL ストリングを入力します。ACE では、URL にホスト名が含まれてい

るかどうかに関係なく、RTSP 方式の後ろにある URL ストリングに対して

照合を実行します。ACE は、URL ストリングの照合に正規表現を使用する

ことをサポートします。正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧に

ついては、表 3-3 を参照してください。

（注） URL の照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑問符（?）が

文字通りの意味を持たないことに注意してください。これらの記号

を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たとえば、

www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。ドット

（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッシュ（\）を

使用することもできます。

特定の URL にレイヤ 7 クラス マップ ロード バランスを指定するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# class-map type rtsp loadbalance L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 10 match rtsp url /whatsnew/latest.*

正規表現を使用してワイルドカード検索のエミュレーションを行い、あらゆる 
.wav または .mpg ファイルと一致するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type rtsp loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
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host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 100 match rtsp url .*.wmv
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 200 match rtsp url .*.mpg

L7SLBCLASS クラス マップから URL match 文を削除するには、no およびライ

ン番号を入力します。たとえば、ライン 100 を削除する場合は、次のように入

力します。

host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# no 100

（注） ライン番号を使用しないで、オリジナル URL の match 文を入力した場合は、実

行コンフィギュレーションからライン番号を取得できます。実行コンフィギュ

レーションを表示するには、show running-config コマンドを入力します。

SIP ロード バランシング用のヘッダーの定義

ACE では、SIP ヘッダー式に基づき、特定の接続から受信したパケット データ

に対して、正規表現照合を実行します。1 つのクラスで 大 9 つの SIP ヘッダー 
フィールド名を設定できます（ACE は必ず Call-ID を解析します）。

（注） ACE が SIP セッションを受信すると、 初の要求メッセージに基づいてロード 
バランスが決定されます。以後の要求と応答メッセージの交換（同じ Call-ID を
持った）はすべて同じサーバに転送されます。その結果、ヘッダー一致基準を設

定する場合、ヘッダーが 初の要求メッセージに含まれているか確認します。

SIP ヘッダーの名前と値に基づいてレイヤ 7 SLB の決定が行われるようにクラス 
マップを設定するには、クラス マップ SIP ロード バランス コンフィギュレー

ション モードで match sip header コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match sip header name header-value expression 

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。シーケンス

番号は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 
1024 の固有の整数を入力します。
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 • name - SIP ヘッダーのフィールドの名前。スペースを含まず引用符なしの英

数字を入力します（ 大 64 文字）。または、ストリング全体を引用符（"）
で囲むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力する

こともできます。標準 SIP ヘッダー フィールド名または任意のユーザ定義

のヘッダー フィールド名を含む、任意のヘッダー フィールド名を入力でき

ます。標準 SIP ヘッダー フィールド名の一覧については、表 3-5 を参照し

てください。

（注） SIP は HTTP と類似しているので、SIP サーバがサポートしている場合、表 3-4 
で定義された任意の HTTP ヘッダーを使用できます。すべての SIP ヘッダーの

一覧については、RFC 3261 を参照してください。

 • header-value expression - SIP ヘッダーの指定されたフィールドの値と比較

する、ヘッダー値式のストリングを指定します。 大 255 文字の英数字を入

力します。ACE は、ヘッダー照合に正規表現を使用することをサポートし

ます。式はヘッダー マップに、header-name: expression の形式で格納され

ます。スペースが含まれるストリング全体を引用符で囲むことによって、

ヘッダー式にスペースを使用できます。match-all クラス マップを使用する

場合は、ヘッダー マップのすべてのヘッダーを照合する必要があります。

正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧については、表 3-3 を参照

してください。

たとえば、Session という名前の SIP ヘッダーにレイヤ 7 クラス マップ ロード 
バランスを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type sip loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# 100 match sip header Session 
header-value abc123

表 3-5 標準 SIP ヘッダー フィールド 

フィールド名 説明

Call-ID コールの一連のメッセージをグループ化する UID
Contact ユーザ エージェントへの接続に使用できる SIP URI
From SIP 要求の発信側、送信元

To SIP 要求の受信側、宛先

Via トランザクションに使用する転送、応答の送信先
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クラス マップで正規表現を使用してワイルドカード検索のエミュレーションを

行い、ヘッダー値式ストリングを照合するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type sip loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# 10 match sip header To header-value 
.*@cisco.com
host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# 20 match sip header To header-value 
.*@linksys.com

Via という名前の SIP ヘッダーにレイヤ 7 クラス マップ ロード バランスを指定

するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type sip loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# 30 match sip header Via header-value 
192.*

L7SLBCLASS クラス マップからすべての SIP ヘッダー一致基準を削除するに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# no 10
host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# no 20
host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# no 30

送信元 IP アドレス一致基準の定義

クライアントの送信元 IP アドレスに基づいてレイヤ 7 SLB の決定が行われるよ

うにクラス マップを設定するには、クラス マップ ロード バランス コンフィ

ギュレーション モードで match source-address コマンドを使用します。クラス 
マップの一致基準がこのコマンドだけの場合、ACE はレイヤ 3 およびレイヤ 4 
クラス マップと見なします。

このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match source-address ip_address [netmask]

引数およびオプションは次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。ライン番号

は、match 文のプライオリティを意味するものではありません。2 ～ 1024 
の固有の整数を入力します。
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 • ip_address - クライアントの送信元 IP アドレス。ドット付き 10 進表記で IP 
アドレスを入力します（例：192.168.11.2）。

 • netmask - （任意）IP アドレスのサブネット マスク。ドット付き 10 進表記

でネットマスクを入力します（例：255.255.255.0）。デフォルト値は 
255.255.255.255 です。

たとえば、送信元 IP アドレス 192.168.11.2 255.255.255.0 に対するクラス マッ

プ照合を指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map http type loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 50 match source-address 192.168.11.2 
255.255.255.0

クラス マップから送信元 IP アドレスの match 文を削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# no 50

レイヤ 7 SLB クラス マップのネスト

クラス マップをネストすると、レイヤ 7 SLB に複雑な論理式を使用できます。

あるレイヤ 7 SLB クラス マップを別の レイヤ 7 クラス マップの一致基準として

指定するには、クラス マップ ロード バランス コンフィギュレーション モード

で match class-map コマンドを使用します。

（注） ACE では、ネストされたクラス マップを別のクラス マップに含めることがない

ように、クラス マップのネストが 2 段階までに制限されます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match class-map map_name

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用できるライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン

全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。

 • map_name - 既存のレイヤ 7 ロード バランシング クラス マップの名前
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match class-map コマンドを使用すると、同じクラス マップで match-any キー

ワードと match-all キーワードを組み合わせて使用できます。1 つのクラス マッ

プで match-all 特性と match-any 特性を組み合わせるには、matchコマンド

（match any または match allのいずれか）を 1 つ使用するクラス マップを作成

し、その後、別の match タイプを使用する第 2 のクラス マップの match 文とし

てこのクラス マップを使用します。

たとえば、コマンド A、B、C、および D がそれぞれ別々の一致基準を表す場合

に、A、B、または C および D（A または B または [C および D]）と一致するこ

とによってクラス マップを満足させる、レイヤ 7 トラフィックを求めるとしま

す。ネストされたクラス マップを使用しなかった場合、トラフィックがクラス 
マップを満足させるには、4 種類すべての一致基準（A、B、C、D）と一致しな

ければならないか、またはいずれかの一致基準（A、B、C、D）と一致しなけれ

ばなりません。一致基準 C および D と一致する（基準 E）match-all キーワード

を使用するクラス マップを 1 つ作成することによって、一致基準 A、B、および 
E を使用する match-any クラス マップを新しく作成できます。新しいトラ

フィック クラスには、必要な分類シーケンスである A または B または E が含ま

れます。これは、A または B または [C および D] と同じです。

たとえば、match class-map コマンドを使用して、それぞれ match-any 特性と 
match-all 特性を持つ 2 つのクラス マップを結合して、1 つのクラス マップにす

るには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any CLASS3
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 100 match http url .*.gif
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 200 match http url .*.html

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# exit

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-all CLASS4
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 10 match class-map CLASS3
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 20 match source-address 192.168.11.2
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# exit

レイヤ 7 クラス マップからネストされたクラス マップを削除するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config-cmap-http-lb)# no 10
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SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー マップの設定
レイヤ 7 SLB ポリシー マップを使用するには、先にポリシー マップを作成し、

match 文とポリシー アクションを定義します。レイヤ 7 ポリシー マップは子ポ

リシーなので、さらにレイヤ 7 ポリシー マップを適切なレイヤ 3 およびレイヤ 4 
ポリシー マップに関連付け、レイヤ 7 SLB トラフィック分類のエントリ ポイン

トを用意する必要があります。レイヤ 7 ポリシー マップはインターフェイスに

直接適用できません。インターフェイス上でレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー 
マップをアクティブにするか、コンテキストに含まれるすべてのインターフェイ

スでグローバルにアクティブにするしかありません。

ACE におけるポリシー マップの役割については、『Cisco Application Control 
Engine Module Administration Guide』を参照してください。

（注） クラス マップまたはインライン match の一致基準（SIP LB は除く）として、送

信元 IP だけが設定されているポリシー マップ、またはクラス マップとしてデ

フォルト クラスが設定されていて、なおかつレイヤ 7 ポリシー アクションが設

定されていないポリシー マップについて、ACE はすべてレイヤ 3 および レイヤ 
4 ポリシーとして扱います。

コンフィギュレーション モードで policy-map type コマンドを使用すると、レ

イヤ 7 SLB ポリシー マップを作成し、ポリシー マップ コンフィギュレーション 
モードを開始できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

policy-map type loadbalance [generic | http | radius | rdp | rtsp | sip] 
first-match map_name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • loadbalance - レイヤ 7 SLB の決定を定義するポリシー マップを指定します。

 • generic - （任意）ロード バランシング用の汎用プロトコル ポリシー マップ

を指定します。ACE が明示的にサポートしていないプロトコルをサポート

するには、このキーワードを使用します。レイヤ 4 ペイロードの一致基準

（「レイヤ 4 ペイロードの一致基準の定義」を参照）または UDP ファスト 
エージング機能（「UDP トラフィックのパケット単位のロード バランシング

のイネーブル化」を参照）が設定されていない場合、ACE は汎用ポリシー

をレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシーとして扱います。
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（注） persistence-rebalance コマンドは汎用プロトコル解析と互換性があ

りません。

汎用プロトコル ポリシー マップを設定する場合、UDP トラフィックでパ

ケット単位のロード バランシング（別名 UDP ファスト エージング機能）を

イネーブルにすることもできます。この機能の詳細については、「UDP トラ

フィックのパケット単位のロード バランシングのイネーブル化」を参照し

てください。

 • http -（任意）ロード バランシング用の HTTP を指定します。これがデフォ

ルトです。

 • radius -（任意）ロード バランシング用の RADIUS を指定します。

 • rdp -（任意）ロード バランシング用の Microsoft RDP を指定します。

 • rtsp -（任意）ロード バランシング用の RTSP を指定します。

 • sip -（任意）ロード バランシング用の SIP を指定します。

 • first-match - レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップの実行を定義し

ます。ACE が実行するのは、 初に一致した分類に指定されているアク

ションだけです。

 • map_name - ポリシー マップに割り当てる識別情報。スペースを含まず引用

符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、SIP ロード バランシング用にレイヤ 7 ポリシー マップを作成するに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance sip first-match 
SIP_L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb-sip)# 

ACE からポリシー マップを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no policy-map type loadbalance sip first-match 
SIP_L7_POLICY

ここでは、シーケンス番号の使用方法、インライン match 文の定義方法、ポリ

シー マップ アクションの定義方法について説明します。

 • レイヤ 7 ポリシー マップの説明を追加する方法

 • レイヤ 7 ポリシー マップでのインライン match 文の定義

 • レイヤ 7 クラス マップをレイヤ 7 ポリシー マップに関連付ける方法
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 • レイヤ 7 SLB ポリシー アクションの指定

 • レイヤ 7 ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連

付ける方法

レイヤ 7 ポリシー マップの説明を追加する方法

description コマンドを使用すると、レイヤ 7 ポリシー マップに関する簡単な説

明を指定できます。

description コマンドを指定するには、ポリシー マップ コンフィギュレーション 
モードにアクセスする必要があります。

このコマンドの構文は次のとおりです。

description text

text 引数を使用し、 大 240 文字の英数字からなるテキスト ストリングを引用

符で囲まずに入力します。

たとえば、HTTP ヘッダーを挿入するためのポリシー マップであるという説明

を追加する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb)# description insert HTTP headers

ポリシー マップから説明を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb)# no description

レイヤ 7 ポリシー マップでのインライン match 文の定義

レイヤ 7 SLB ポリシー マップでは、ポリシー マップに、トラフィック クラスを

指定しないで、インライン SLB 一致基準を 1 つだけ入力できます。インライン 
レイヤ 7 SLB ポリシー マップの match コマンドは、レイヤ 7 SLB クラス マッ

プの match コマンドと同様に機能します。ただし、インライン match コマンド

を使用する場合、アクションを指定できるのは、レイヤ 7 ポリシーの 1 つの 
match 文に対してだけです。

（注） 複数の match 文にアクションを指定する場合は、「汎用 TCP および UDP データ

解析用のレイヤ 7 クラス マップの設定」 および 「SLB に対応するレイヤ 7 クラ

ス マップの設定」 の説明に従ってクラス マップを使用してください。
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インライン matchコマンドの構文は次のとおりです。

match name1 match_statement [insert-before name2]

引数およびオプションは次のとおりです。

 • name1 - インライン match コマンドに割り当てる名前。スペースを含まない

テキスト ストリングを、引用符で囲まずに入力します。インライン match 
文名の長さとインライン match 文名を対応付けるポリシー マップ名の長さ

の合計が 大限度である英数字 64 文字を超えてはなりません。たとえば、

ポリシー マップ名が L7_POLICY（9 文字）の場合、このポリシーに関連付

けるインライン match 文名は、英数字で 55 文字までにする必要があります

（64 - 9 = 55）。

 • match_statement - 個々のレイヤ 7 SLB の一致基準

 • insert-before name2 - （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーションの 
name2 引数で指定された既存のクラス マップまたは他の match 文の前に、

現在の match 文を配置します。ACE がコンフィギュレーションの一部とし

てシーケンスの順序変更を保存することはありません。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

レイヤ 7 SLB ポリシー マップで設定できるインライン match 文の詳細について

は、「汎用 TCP および UDP データ解析用のレイヤ 7 クラス マップの設定」およ

び「SLB に対応するレイヤ 7 クラス マップの設定」を参照してください。
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（注） 上記参照先で説明している line_number 引数を使用するのは、クラス マップの 
match 文の場合だけです。それ以外、レイヤ 7 クラス マップの match 文とレイ

ヤ 7 ポリシー マップのインライン match 文の説明は同じです。

レイヤ 7 クラス マップをレイヤ 7 ポリシー マップに関連付け
る方法

class コマンドを使用すると、既存のレイヤ 7 クラス マップをレイヤ 7 ポリシー 
マップに関連付けることができます。このコマンドの構文は次のとおりです。

class {name1 [insert-before name2] | class-default}

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - トラフィック ポリシーにトラフィックを関連付ける、class-map コ
マンドで設定した定義済みのトラフィック クラス名。スペースを含まず引

用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

 • insert-before name2 - （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーションの 
name2 引数で指定された既存のクラス マップまたは match 文の前に、現在

のクラス マップを配置します。ACE がコンフィギュレーションの一部とし

てシーケンスの順序変更を保存することはありません。

 • class-default - ACEが作成した予約済みの Well-known クラス マップを指定

します。このクラスは削除も変更もできません。指定されたクラス マップ

で他の一致基準を満たせなかったすべてのトラフィックは、デフォルト ト
ラフィック クラスに割り当てられます。指定された分類がどれもトラ

フィックと一致しなかった場合、ACE は class class-default コマンドで指

定されたアクションを実行します。class-default クラス マップには、暗黙

の match any 文があり、あらゆるトラフィックとの一致が可能です。

たとえば、insert-before オプションを使用して、ポリシー マップにおけるクラ

ス マップの位置を定義するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS insert-before http_class
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# 

レイヤ 7 ポリシー マップからクラス マップを削除するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-pmap-lb)# no class L7SLBCLASS 
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class class-default コマンドの使用例を示します。

host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS insert-before http_class
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)#

レイヤ 7 SLB ポリシー アクションの指定

レイヤ 7 SLB クラス マップをレイヤ 7 SLB ポリシー マップに関連付けたあと

で、またはインライン match コマンドを指定したあとで、ネットワーク トラ

フィックがクラス マップまたはインライン match コマンドと一致した場合に、

ACE に実行させるアクションを指定する必要があります。レイヤ 7 SLB ポリ

シー アクションを指定するには、次のトピックで説明するコマンドを使用しま

す。

 • アクション リストとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け

 • 要求の廃棄

 • ロード バランシングを行わずに要求を転送する場合

 • HTTP ヘッダー挿入の設定

 • サーバ ファームへのロード バランシングのイネーブル化

 • スティッキ サーバ ファームの設定

 • パケットの IP DSCP の指定

 • SSL プロキシ サービスの指定

アクション リストとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け

アクション リストを使用して、複数の ACE のアクション（たとえば、HTTP 
ヘッダーの挿入、書き換え、または削除）をレイヤ 7 ポリシー マップの下の名

前付きリストにまとめてグループ化します。アクション リストの設定の詳細に

ついては、「HTTP ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの設定」 を参照して

ください。

アクション リストとレイヤ 7 ポリシー マップを関連付けるには、ポリシー マッ

プ ロード バランシング クラス コンフィギュレーション モードで action コマン

ドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

action name
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name 引数は、既存アクション リストの 識別子 です。 大 64 文字の英数字を、

引用符で囲まずに入力します。

たとえば、SSL URL 書き換えのアクション リストとポリシー マップを関連付け

るには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4VIPCLASS
host1/Admin(config-pmap-c)# action SSL_ACTLIST

アクションとポリシー マップの関連付けを解除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no action SSL_ACTLIST

たとえば、HTTP ヘッダー書き換えのアクション リストを関連付けるには、次

のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# action HTTP_MODIFY_ACTLIST

アクションとポリシー マップの関連付けを解除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no action HTTP_MODIFY_ACTLIST

要求の廃棄

特定のポリシー マップと一致するパケットの廃棄を ACE に指示するには、ポリ

シー マップ ロード バランシング クラス コンフィギュレーション モードで drop 
コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

drop

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# drop

ポリシー マップと一致するパケットを受け入れるというデフォルトに ACE の動

作をリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no drop

ロード バランシングを行わずに要求を転送する場合

特定のポリシー マップと一致する要求をロード バランシングを実行しないで転

送するように、ACE に指示するには、ポリシー マップ ロード バランシング ク
ラス コンフィギュレーション モードで forward コマンドを使用します。このコ

マンドの構文は次のとおりです。
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forward

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# forward

ポリシー マップと一致するパケットのロード バランシングを実行するというデ

フォルトに ACE をリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no forward

HTTP ヘッダー挿入の設定

ACE で NAT を使用してクライアントの送信元 IP アドレスを VIP に変換する場

合、TCP および IP リターン トラフィックに対応するクライアントを特定する方

法がサーバに必要です。NAT を使用して送信元 IP アドレスが変換されているク

ライアントを特定する目的で、ユーザによって選択された総称ヘッダーとストリ

ング値をクライアント HTTP 要求に挿入することを ACE に指示できます。NAT 
の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Security 
Configuration Guide』を参照してください。

（注） TCP サーバ再利用または持続性再バランスのどちらかがイネーブルの場合、

ACE はあらゆるクライアント要求にヘッダーを挿入します。TCP サーバ再利用

については、「TCP サーバ再利用の設定」を参照してください。持続性再バラン

スについては、「HTTP 持続性再バランスのイネーブル化」を参照してください。

HTTP 要求に総称ヘッダーおよび値を挿入するには、ポリシー マップ ロード バ
ランシング クラス コンフィギュレーション モードで insert-http コマンドを使

用します。クラスごとに複数の insert-http コマンドを入力できます。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

insert-http name header-value expression

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • name - クライアント HTTP 要求に挿入する HTTP ヘッダーの名前。スペー

スを含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。 大文字長を

超えないかぎり、任意のカスタム ヘッダー名を指定できます。ヘッダー名

がクライアント要求ヘッダーにすでに存在しているかどうかに関係なく、

表 3-4 に記載されている定義済みのヘッダー名も入力できます。ACE は、

クライアント要求にすでにあるヘッダー情報を上書きしません。
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 • header-value expression - HTTP ヘッダーに挿入する、ヘッダーと値の式の

ストリングを指定します。 大 512 文字の英数字を入力します。512 バイト

を超えるデータを HTTP ヘッダーに挿入するよう設定しても、ACE はヘッ

ダーにデータを挿入しません。

次の動的置換文字列を使用することによって、特殊な header-value 式を指

定することもできます。

 – %is - HTTP ヘッダーに送信元 IP アドレスを挿入

 – %id - HTTP ヘッダーに宛先 IP アドレスを挿入

 – %ps - HTTP ヘッダーに送信元ポートを挿入

 – %pd - HTTP ヘッダーに宛先ポートを挿入

（注） Microsoft Outlook Web Access（OWA）の場合は、ON の値を使用し、フィール

ド名を HTTP_FRONT_END_HTTPS として指定します。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

たとえば、SSL コンフィギュレーションでは、ClientCert という総称フィールドを

挿入し、ヘッダー値をクライアント認証またはその一部分にすることができます。

たとえば、ヘッダー値を www.cisco.com として、ヘッダー名 Host を HTTP ク
ライアント要求ヘッダーに挿入する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
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host1/Admin(config-pmap-lb-c)# insert-http Host header-value 
www.cisco.com

HTTP ヘッダーでは、ヘッダー名と値が次のように表示されます。

Host: www.cisco.com

ポリシー マップから HTTP ヘッダー名と値を削除する場合は、次のように入力

します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no insert-http Host header-value 
www.cisco.com

サーバ ファームへのロード バランシングのイネーブル化

サーバ ファームへのクライアントのコンテンツ要求をロード バランシングする

には、ポリシー マップ ロード バランシング クラス コンフィギュレーション 
モードで serverfarm コマンドを使用します。サーバ ファームは、同じコンテン

ツを持ち、通常は同じ物理位置に置かれていて、なおかつネットワークで結ばれ

た実サーバからなるグループです。このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm name1 [backup name2 [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - サーバ ファームの UID。スペースを含まず引用符なしの英数字を入

力します（ 大 64 文字）。

 • backup name2 - （任意）プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバが

使用不能になった場合に備えて、バックアップ サーバ ファームとして既存の

ホスト（有効なコンテンツのある）またはリダイレクト（ソーリー）サーバ 
ファームを指定します。既存のプライマリ サーバ ファームごとに 1 つのバッ

クアップ サーバ ファームを設定できます。プライマリ サーバ ファームで少

なくとも 1 つのサーバが再び使用可能になると、ACE はすべての新しい接続

をプライマリ サーバ ファームに送ります。ACE は、バックアップ サーバ 
ファームへの既存の接続を終了できます。部分的なサーバ ファーム フェール

オーバーを設定することにより、プライマリ サーバ ファームがフェールオー

バーして再び使用可能になる条件を微調整できます。部分的なサーバ ファー

ム フェールオーバーの詳細については、第 2 章「実サーバおよびサーバ 
ファームの設定」の「部分サーバ ファーム フェールオーバーの設定」を参照

してください。バックアップ サーバ ファームとして指定する既存サーバ 
ファームの名前を入力します。 大 64 文字の英数字を使用し、引用符で囲

まれていない、スペースを含まないテキスト ストリングを入力します。
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（注） サーバ ファームのすべてのサーバに障害が発生し、バックアップ 
サーバ ファームを設定していなかった場合、ACE は接続要求に対す

る応答でクライアントにリセット（RST）を送信します。

 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップのアクションとして、serverfarm 
コマンドを指定する例を示します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SFARM1 backup SFARM2

レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップからサーバ ファーム アクションを

削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no serverfarm FARM2

ソーリー サーバ ファームの設定

プライマリ サーバ ファームが使用不能な場合に、クライアント要求をソーリー 
サーバ ファームに送信することを ACE に指示できます。ソーリー サーバは、

バックアップ サーバ ファーム内のリダイレクト サーバで、クライアントが要求

した Web ページ、リソース、またはサービスが一時的に使用できないことを伝

えるコンテンツがあります。プライマリ サーバ ファームで少なくとも 1 つの

サーバが再び使用可能になると、ACE はクライアントをプライマリ サーバ 
ファームに戻します。部分的なサーバ ファーム フェールオーバーを設定するこ

とにより、プライマリ サーバ ファームがフェールオーバーして再び使用可能に

なる条件を微調整できます。部分的なサーバ ファーム フェールオーバーの詳細

については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」の「部分サーバ 
ファーム フェールオーバーの設定」を参照してください。

ソーリー サーバを設定するには、「サーバ ファームへのロード バランシングの

イネーブル化」 で説明したようにポリシー マップ クラス コンフィギュレーショ

ン モードで serverfarm コマンドを使用し、既存のリダイレクト サーバ ファー
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ムをバックアップ サーバ ファームとして設定します。特に、クライアントの送

信元 IP アドレスに基づいて、プライマリ サーバ ファームがダウンする前にその

ファームの中でクライアントが接続していたサーバに、クライアントの接続先を

戻す場合、predictor hash address source コマンドをプライマリ サーバ ファー

ムのロード バランシング方式として設定します。プライマリ サーバ ファームが

ダウンし、特定のサブネットからのすべての要求を特定のサイトにリダイレクト

し、異なるサブネットからの要求を異なるサイトにリダイレクトする場合、

predictor hash address source コマンドをソーリー サーバ ファームのロード バ
ランシング方式として使用します。いずれかのサーバ ファームのサイト上で

ロード バランシングを等しくするには、roundrobin プレディクタ方式を使用し

ます。それ以外の場合は、いずれかのサーバ ファームのアプリケーションで機

能する、サポート対象のプレディクタ方式を設定できます。サーバ ファーム プ
レディクタの設定については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」

を参照してください。

たとえば、プライマリ サーバ ファームおよびソーリー サーバ ファームを設定す

るには、次のコマンドを入力します。

host1/Admin(config)# rserver SERVER1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 192.168.12.4
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit
host1/Admin(config)# rserver SERVER2
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 192.168.12.5
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit
host1/Admin(config)# rserver redirect SERVER3
host1/Admin(config-rserver-redir)# webhost-redirection www.cisco.com 
301
host1/Admin(config-rserver-redir)# inservice
host1/Admin(config-rserver-redir)# exit
host1/Admin(config)# rserver redirect SERVER4
host1/Admin(config-rserver-redir)# webhost-redirection www.cisco.com 
301
host1/Admin(config-rserver-redir)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# serverfarm SFARM1
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor roundrobin
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver SERVER2
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit
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host1/Admin(config)# serverfarm redirect SFARM2
host1/Admin(config-sfarm-redirect)# predictor roundrobin
host1/Admin(config-sfarm-redirect)# rserver SERVER3
host1/Admin(config-sfarm-redirect-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-redirect-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-redirect)# rserver SERVER4
host1/Admin(config-sfarm-redirect-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-redirect-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-redirect)# exit

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# 100 match http header Host 
header-value .*cisco.com
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# exit

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SFARM1 backup SFARM2

スティッキ サーバ ファームの設定

レイヤ 7 ポリシー マップと一致する要求をスティッキ サーバ ファームにロード バ
ランシングすることを指定するには、ポリシー マップ ロード バランシング クラ

ス コンフィギュレーション モードで sticky-serverfarm コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

sticky-serverfarm name

name 引数は、既存スティッキ グループの識別情報です。スペースを含まず引用

符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。スティッキ グループについては、

第 5 章「スティッキ機能の設定」を参照してください。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# sticky-serverfarm STICKY_GROUP1

ポリシー マップからスティッキ サーバ ファームを削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no sticky-serverfarm STICKY_GROUP1
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パケットの IP DSCP の指定

ポリシー マップでパケットの IP DSCP を指定するには、ポリシー マップ ロード 
バランシング クラス コンフィギュレーション モードで set ip tos コマンドを使

用します。このコマンドは、Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）バイ

トに IP DSCP ビットを設定することによって、パケットをマーキングします。

IP DSCP ビットが設定されると、そのビット設定値で QoS（Quality of Service）
サービスが動作可能です。

このコマンドの構文は次のとおりです。

set ip tos value

value 引数は IP DSCP 値です。0 ～ 255 の整数を入力します。ToS フィールドを

変更しない指定がデフォルトです。

レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップの QoS アクションとして、set ip 
tos コマンドを指定する例を示します。L7SLBCLASS の一致基準を満たすすべ

てのパケットは、IP DSCP 値 8 でマーキングされます。IP DSCP 値 8 が設定さ

れたパケットの扱いは、ネットワーク構成によって決まります。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# set ip tos 8

ToS バイトを変更しないというデフォルトに ACE をリセットするには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no set ip tos 8

SSL プロキシ サービスの指定

ACE はレイヤ 7 ポリシー マップの SSL プロキシ サービスを使用して、SSL 
サーバに対するアウトバウンド SSL 開始要求のロード バランシングを行います。

ACE は、SSL サーバに暗号化された要求を送信する SSL クライアントとして動

作します。SSL 開始の詳細については、『Cisco Application Control Engine 
Module SSL Configuration Guide』を参照してください。

ポリシー マップに SSL プロキシ サービスを指定するには、ポリシー マップ 
ロード バランシング クラス コンフィギュレーション モードで ssl-proxy コマン

ドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl-proxy client name
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name 引数は、既存 SSL プロキシ サービスの識別情報です。スペースを含まず

引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# ssl-proxy client PROXY_SERVICE1

ポリシー マップから SSL プロキシ サービスを削除するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no ssl-proxy client PROXY_SERVICE1

レイヤ 7 ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー 
マップに関連付ける方法

レイヤ 7 SLB ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシーに関連付けるに

は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで service-policy 
type loadbalance コマンドを使用します。詳細については、「レイヤ 7 SLB ポリ

シー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー マップに関連付ける方法」

を参照してください。

汎用プロトコル パラメータ マップの設定
パラメータ マップを使用して、汎用プロトコル解析の関連するアクションを結

合できます。ポリシー マップでこのパラメータ マップを参照するには、

appl-parameter generic advanced-options コマンドを使用します。「汎用、

HTTP、または RTSP パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー 
マップに関連付ける方法」を参照してください。

SLB 接続に対応する汎用プロトコル アクションを設定するには、コンフィギュ

レーション モードで parameter-map type generic コマンドを使用します。この

コマンドの構文は次のとおりです。

parameter-map type generic name

name 引数は、パラメータ マップに割り当てる識別情報です。スペースを含まず

引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# parameter-map type generic GEN_PARAMETER_MAP
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コンフィギュレーションから汎用パラメータ マップを削除するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config)# no parameter-map type generic GEN_PARAMETER_MAP

次に、コマンドを使用して汎用プロトコル パラメータ マップを定義する方法に

ついて説明します。

 • 汎用プロトコルの大文字と小文字を区別する照合のディセーブル化

 • 汎用プロトコルに関して解析する 大バイト数の設定

汎用プロトコルの大文字と小文字を区別する照合のディセー
ブル化

デフォルトでは、ACE CLI は大文字と小文字を区別します。汎用プロトコルに

限定して、大文字と小文字を区別する照合をディセーブルにするには、汎用パラ

メータ マップ コンフィギュレーション モードで case-insensitive コマンドを使

用します。case-insensitive の照合をイネーブルにした場合、大文字と小文字は

同じと見なされます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

case-insensitive

大文字と小文字の区別をディセーブルにする場合の入力例を示します。

host1/Admin(config-parammap-generi)# case-insensitive

ディセーブルになっていた、大文字と小文字を区別する照合を再びイネーブルに

するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-generi)# no case-insensitive

汎用プロトコルに関して解析する最大バイト数の設定

汎用プロトコルに関して解析する 大バイト数を設定するには、汎用パラメータ 
マップ コンフィギュレーション モードで set max-parse-length コマンドを使用

します。このコマンドの構文は次のとおりです。

set max-parse-length bytes
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bytes 引数は、解析する 大バイト数です。1 ～ 65535 の整数を入力します。デ

フォルトは 2048 バイトです。

たとえば、 大解析長を 8192 に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-generi)# set max-parse-length 8192

大解析長をデフォルトの 2048 バイトにリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-parammap-generi)# no set max-parse-length

HTTP パラメータ マップの設定
パラメータ マップを使用すると、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの関

連する HTTP アクションを結合できます。ポリシー マップでこのパラメータ 
マップを参照するには、appl-parameter http advanced-options コマンドを使

用します。「汎用、HTTP、または RTSP パラメータ マップをレイヤ 3 およびレ

イヤ 4 ポリシー マップに関連付ける方法」を参照してください。

SLB 接続に対応する拡張 HTTP 動作を設定するには、コンフィギュレーション 
モードで parameter-map type http コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

parameter-map type http name

name 引数は、パラメータ マップに割り当てる識別情報です。スペースを含まず

引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# parameter-map type http HTTP_PARAMETER_MAP

コンフィギュレーションから HTTP パラメータ マップを削除するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# no parameter-map type http HTTP_PARAMETER_MAP

次に、コマンドを使用して拡張 HTTP パラメータ マップを定義する方法につい

て説明します。

 • HTTP の大文字と小文字を区別する照合のディセーブル化

 • すべての HTTP 要求および HTTP 応答でヘッダーを変更するための ACE の
設定
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 • URL デリミタの定義

 • コンテンツに関して解析する 大バイト数の設定

 • cookie、HTTP ヘッダー、および URL に関して解析する 大バイト数の設定

 • URL または cookie が 大解析長を超えている場合の ACE 動作の設定

 • HTTP 持続性再バランスのイネーブル化

 • TCP サーバ再利用の設定

HTTP の大文字と小文字を区別する照合のディセーブル化

デフォルトでは、ACE CLI は大文字と小文字を区別します。HTTP に限定して、

大文字と小文字を区別する照合をディセーブルにするには、HTTP パラメータ 
マップ コンフィギュレーション モードで case-insensitive コマンドを使用しま

す。case-insensitive の照合をイネーブルにした場合、大文字と小文字は同じと

見なされます。大文字と小文字の区別をディセーブルにした場合、適用されるも

のは次のとおりです。

 • HTTP ヘッダー名および値

 • HTTP cookie 名および値

 • URL ストリング

 • HTTP ディープ インスペクション（詳細については、『Cisco Application 
Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください）

このコマンドの構文は次のとおりです。

case-insensitive

大文字と小文字の区別をディセーブルにする場合の入力例を示します。

host1/Admin(config-parammap-http)# case-insensitive

ディセーブルになっていた、大文字と小文字を区別する照合を再びイネーブルに

するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# no case-insensitive
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すべての HTTP 要求および HTTP 応答でヘッダーを変更する
ための ACE の設定

デフォルトでは、persistence-rebalance コマンドがディセーブルの場合、

HTTP ヘッダーを変更（挿入、削除、または書き換え）するように ACE を設定

すると、ACE によってヘッダーが変更されるのは 初の HTTP 要求または 
HTTP 応答だけです。persistence-rebalance コマンドを使用すると、要求や応

答が発生するたびに ACE によってヘッダーが変更されるようになりますが、同

時に、新しい実サーバとなる可能性のあるサーバへの新しい要求があるたびに、

それをロード バランシングするよう ACE に指定することにもなります。

persistence-rebalance コマンドの詳細については、「HTTP 持続性再バランスの

イネーブル化」を参照してください。ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの

詳細については、「HTTP ヘッダーの挿入、削除、および書き換えの設定」を参

照してください。

HTTP 要求または HTTP 応答があるたびにそのヘッダーを変更（挿入、削除、

または書き換え）するように ACE を設定する一方で、新しい HTTP 要求が発生

するたびに persistence-rebalance コマンドによって実行されるロード バランシ

ングの影響を受けないようにするには、HTTP パラメータ マップ コンフィギュ

レーション モードで header modify per-request コマンドを使用します。このコ

マンドは、persistence-rebalance がディセーブルの場合にだけ機能します。こ

のコマンドの構文は、次のとおりです。

header modify per-request

ssl url rewrite location コマンドがイネーブルの場合は、header modify 
per-request コマンドを使用すると、ACE により、すべての HTTP 応答で URL 
ロケーション ヘッダーも書き換えられるようになります。SSL URL の書き換え

の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module SSL 
Configuration Guide』を参照してください。

たとえば、HTTP 要求または HTTP 応答があるたびにそのヘッダーを変更する

ように ACE を設定するには、次のコマンドを入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# header modify per-request

初の HTTP 要求または HTTP 応答だけでヘッダーを変更するデフォルトの動

作に ACE を戻すには、次のコマンドを入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# no header modify per-request
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URL デリミタの定義

URL ストリング内の cookie を区切るために使用できる、ASCII 文字デリミタの

リストを定義するには、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション モー

ドで set secondary-cookie-delimiters コマンドを使用します。このコマンドの

構文は次のとおりです。

set secondary-cookie-delimiters text

text 引数で、デリミタのリストを特定します。 大 4 文字を引用符で囲まず、ス

ペースを使用しないで入力します。リストにデリミタを指定する順序は重要では

ありません。デフォルトのデリミタ リストは /&#+ です。

cookie および cookie のデリミタは、GET 要求ラインに表示されます。次の 
GET 要求ラインの例では、名前と値のペアの間にあるアンパサンド（&）が 2 
番めの cookie デリミタです。疑問符（?）は URL クエリーの開始であり、設定

できません。

GET /default.cgi?user=me&hello=world&id=2 HTTP/1.1

2 番めの cookie デリミタとして !@#$ を指定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# set secondary-cookie-delimiters 
!@#$

デリミタ リストをデフォルトの /&#+ にリセットする場合は、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-parammap-http)# no set secondary-cookie-delimiters 
!@#$

コンテンツに関して解析する最大バイト数の設定

デフォルトでは、コンテンツをチェックするために ACE で解析する 大バイト

数は 4096 です。コンテンツ ストリングの長さがこのデフォルト値を超えている

と、ACE はそのパケットを廃棄し、クライアントのブラウザに RST（reset）を

送信します。ACE で解析できるバイト数を増やすには、HTTP パラメータ マッ

プ コンフィギュレーション モードで set content-maxparse-length コマンドを

使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

set content-maxparse-length bytes
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bytes 引数は、解析するコンテンツ ストリングの合計長の 大バイト数です。

1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 4096 バイトです。

たとえば、コンテンツの 大解析長を 8192 バイトに設定する場合は、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# set content-maxparse-length 8192

HTTP コンテンツの 大解析長をデフォルトの 4096 バイトにリセットする場合

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# no set content-maxparse-length

cookie、HTTP ヘッダー、および URL に関して解析する最
大バイト数の設定

デフォルトでは、cookie、HTTP ヘッダーまたは URL のチェックのために ACE 
が解析するバイト数は 大 4096 です。cookie、HTTP ヘッダーまたは URL が
このデフォルト値を超えると、ACE はそのパケットを廃棄し、クライアントの

ブラウザに RST（reset）を送信します。ACE に解析させるバイト数を増やすに

は、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで set 
header-maxparse-length コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のと

おりです。

set header-maxparse-length bytes

bytes 引数は、解析するすべての cookie、HTTP ヘッダー、および URL の合計

長の 大バイト数です。1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 4096 バ
イトです。

HTTP ヘッダーの 大解析長を 8192 に設定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# set header-maxparse-length 8192

HTTP ヘッダーの 大解析長をデフォルトの 4096 バイトにリセットする場合

は、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# no set header-maxparse-length
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URL または cookie が最大解析長を超えている場合の ACE 
動作の設定

大解析長を超えている cookie、HTTP ヘッダー、および URL を ACE が処理

する方法を設定するには、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション 
モードで length-exceed コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

length-exceed {continue | drop}

キーワードは次のとおりです。

 • continue - ロード バランシングの継続方法を指定します。このキーワードを

指定すると、すべての cookie、HTTP ヘッダー、および URL の合計長が

大解析長の値を超えている場合に、persistence-rebalance コマンドがディ

セーブルになります。 大解析長を設定する詳細については、「cookie、
HTTP ヘッダー、および URL に関して解析する 大バイト数の設定」を参

照してください。

 • drop - （デフォルト）ロード バランシングを中止し、パケットを廃棄する

方法を指定します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# length-exceed continue

URL または cookie が 大解析長を超えていた場合に、ロード バランシングを中

止してパケットを廃棄するというデフォルトに ACE をリセットするには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# no length-exceed continue

HTTP 持続性再バランスのイネーブル化
持続性は接続のキープアライブと呼ばれることもあります。持続性再バランスを

イネーブルにしておくと、連続する GET 要求がロード バランシング ポリシーの

同じレイヤ 7 クラスを選択するロード バランシングをもたらす場合に、ACE は
後の GET 要求に使用される実サーバに要求を送信します。この動作によって、

ACE は要求ごとにロード バランスを実行し、GET 要求ごとにサーバ側接続を作

成し直すことがなくなるので、オーバーヘッドが軽減され、パフォーマンスが向

上します。
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持続性再バランスのもう 1 つの効果は、ヘッダー挿入および cookie 挿入がイ

ネーブルの場合に、それらの挿入が 初の要求だけではなく、あらゆる要求に対

して行われることです。ヘッダー挿入については、この章の「HTTP ヘッダー挿

入の設定」を参照してください。cookie 挿入については、第 5 章「スティッキ

機能の設定」の「cookie 挿入のイネーブル化」を参照してください。

デフォルトでは持続性再バランスがディセーブルになっています。持続性再バラ

ンスがイネーブルで、接続が確立したあと、ACE は以降のすべての要求を同じ

宛先に送信します。ロード バランシングを 初に決定したあとは、ロード バラ

ンシングが関与する場面はありません。持続性再バランス機能をイネーブルにす

るには、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで 
persistence-rebalance コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

persistence-rebalance

（注） NTLM Microsoft 認証プロトコルを指定して実サーバをイネーブルにする場合

は、持続性再バランスをディセーブルのままにしておくことを推奨します。

NTLM は、Microsoft のリモート アクセス プロトコルを使用して認証を実行す

る場合に使用されるセキュリティ手段です。NTLM を指定して実サーバをイ

ネーブルにすると、実サーバへのあらゆる接続で認証が必要になります。通常、

各クライアント ユーザに、ユーザ名とパスワードの入力を求めるポップアップ 
ウィンドウが表示されます。接続が認証されると、それ以後、同じ接続上の要求

はすべてチャレンジを受けません。ただし、サーバ ロード バランシング機能が

イネーブルであり、持続性再バランスが設定されている場合、以後の要求が別の

実サーバに送られ、新たな認証ハンドシェークが発生することがあります。

parameter-map type http コマンドを指定して URL cookie デリミタ ストリング

を設定し、URL および cookie に関して解析する 大バイト数を設定し、さらに 
HTTP 持続性機能をイネーブルにする例を示します。

host1/Admin(config)# parameter-map type http http_parameter_map
host1/Admin(config-parammap-http)# secondary-cookie-delimiters !@#$
host1/Admin(config-parammap-http)# header-maxparse-length 8192 
length-exceed continue
host1/Admin(config-parammap-http)# persistence-rebalance

持続性をデフォルトの設定であるディセーブルにリセットする場合は、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# no persistence-rebalance
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TCP サーバ再利用の設定

TCP サーバ再利用を使用すると、接続を持続させ、複数のクライアント接続に

再利用させることによって、ACE はオープン接続の数を減らすことができます。

ACE は、TCP オプションに基づいて TCP 接続のプールを維持します。新しいク

ライアント接続と以前のサーバ接続が同じ TCP オプションを共有している場合、

新しいクライアント接続はプール内の接続を再利用できます。ACE による TCP 
オプションの扱い方を設定する方法については、『Cisco Application Control 
Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください。

この機能を正しく動作させるために、TCP サーバ再利用に関する次の推奨事項

および制約事項に従ってください。

 • ACE の Maximum Segment Size（MSS; 大セグメント サイズ）をサーバ 
MSS と同じにする必要があります。

 • 実サーバに接続するインターフェイス上で Port Address Translation（PAT; 
ポート アドレス変換）を設定します。PAT によって、クライアントがサー

バ接続の使用を中止し、その後、別のクライアントがその接続を再利用する

場合のコリジョンが防止されます。PAT を使用しなかった場合、 初のクラ

イアントが 初のサーバ接続を再利用しようとしても、利用できません。

PAT 設定の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module 
Security Configuration Guide』を参照してください。

 • TCP サーバ上で設定されているのと同じ TCP オプションを ACE 上で設定

します。

 • 各サーバ ファームが同質（サーバ ファーム内のすべての実サーバでコン

フィギュレーションが同じ）であることを確認します。

（注） TCP を再利用する場合は必ず、PAT を設定します。TCP の再利用と NAT だけを

設定すると、予期せぬ結果する場合があります。

TCP サーバ再利用のもう 1 つの効果は、ヘッダー挿入および cookie 挿入がイ

ネーブルの場合に、それらの挿入が 初の要求だけではなく、あらゆる要求に対

して行われることです。ヘッダー挿入については、この章の「HTTP ヘッダー挿

入の設定」を参照してください。cookie 挿入については、第 5 章「スティッキ

機能の設定」の「cookie 挿入のイネーブル化」を参照してください。
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TCP サーバ再利用を設定するには、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレー

ション モードで server-conn reuse コマンドを使用します。このコマンドの構文

は次のとおりです。

server-conn reuse

TCP サーバ再利用をイネーブルにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# server-conn reuse

TCP サーバ再利用をディセーブルにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-http)# no server-conn reuse

RTSP パラメータ マップの設定
パラメータ マップを使用すると、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの関

連する RTSP アクションを結合できます。ポリシー マップでこのパラメータ 
マップを参照するには、appl-parameter rtsp advanced-options コマンドを使

用します。「汎用、HTTP、または RTSP パラメータ マップをレイヤ 3 およびレ

イヤ 4 ポリシー マップに関連付ける方法」を参照してください。

SLB 接続に対応する拡張 RTSP 動作を設定するには、コンフィギュレーション 
モードで parameter-map type rtsp コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

parameter-map type rtsp name

name 引数は、パラメータ マップに割り当てる識別情報です。スペースを含まず

引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# parameter-map type rtsp RTSP_PARAMETER_MAP

コンフィギュレーションから RTSP パラメータ マップを削除するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# no parameter-map type rtsp RTSP_PARAMETER_MAP

次に、コマンドを使用して拡張 RTSP パラメータ マップを定義する方法につい

て説明します。

 • RTSP の大文字と小文字を区別する照合のディセーブル化
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 • RTSP ヘッダーに関して解析する 大バイト数の設定

RTSP の大文字と小文字を区別する照合のディセーブル化

デフォルトでは、ACE CLI は大文字と小文字を区別します。RTSP で大文字と

小文字を区別する照合をディセーブルにするには、RTSP パラメータ マップ コ
ンフィギュレーション モードで case-insensitive コマンドを使用します。

case-insensitive の照合をイネーブルにした場合、大文字と小文字は同じと見な

されます。大文字と小文字の区別をディセーブルにした場合、適用されるものは

次のとおりです。

 • RTSP ヘッダー名および値

 • RTSP URL ストリング

 • RTSP インスペクション（詳細については、『Cisco Application Control 
Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください）

構文は次のとおりです。

case-insensitive

大文字と小文字の区別をディセーブルにする場合の入力例を示します。

host1/Admin(config-parammap-rtsp)# case-insensitive

ディセーブルになっていた、大文字と小文字を区別する照合を再びイネーブルに

するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-rtsp)# no case-insensitive

RTSP ヘッダーに関して解析する最大バイト数の設定

RTSP ヘッダーに関して解析する 大バイト数を設定するには、RTSP パラメー

タ マップ コンフィギュレーション モードで set header-maxparse-length コマン

ドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

set header-maxparse-length bytes

bytes 引数は、解析するすべての RTSP ヘッダーの合計長の 大バイト数です。

1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 2048 バイトです。
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たとえば、RTSP ヘッダーの 大解析長を 16384 に設定するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-parammap-rtsp)# set header-maxparse-length 16384

RTSP ヘッダーの 大解析長をデフォルトの 2048 バイトにリセットするには、

次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-rtsp)# no set header-maxparse-length

SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マッ
プの設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップには、ACE を通過できるネットワーク ト
ラフィックを分類するための一致基準を指定します。ACE はこれらのレイヤ 3 
およびレイヤ 4 トラフィック クラスを使用して、SLB を実行します。レイヤ 3 
およびレイヤ 4 トラフィック分類のために、クラス マップの一致基準には ACE 
の VIP アドレス、プロトコル、およびポートを指定します。1 つのクラス マッ

プで複数のコマンドを設定すると、一致基準をグループとして指定して、トラ

フィック ポリシーに関連付けることができます。

ACE を通過するネットワーク トラフィックを分類するためのレイヤ 3 およびレ

イヤ 4 クラス マップを作成し、クラス マップ コンフィギュレーション モードを

開始するには、コンフィギュレーション モードで class-map コマンドを使用し

ます。このコマンドの構文は次のとおりです。

class-map [match-all | match-any] map_name

引数およびオプションは次のとおりです。

 • match-all | match-any - （任意）クラス マップに複数の一致基準が存在す

る場合に、ACE にレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィックをど

のように評価させるかを決定します。クラス マップは、match コマンドが

次の条件の 1 つと一致した場合に、一致と見なされます。

 – match-all - （デフォルト）ネットワーク トラフィックは、すべての一

致基準を満たす必要があります（暗黙の論理積）。

 – match-any - ネットワーク トラフィックは、一致基準の 1 つを満たすだけ

で、ロード バランシング クラス マップと一致します（暗黙の論理和）。
3-72
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定       
 • map_name - クラス マップに割り当てる名前。スペースを含まず引用符なし

の英数字を入力します（ 大 64 文字）。クラス名は、クラス マップに使用

するだけではなく、ポリシー マップでクラス用のポリシーを設定するため

にも使用します。

たとえば、L4VIPCLASS という名前で、ネットワーク トラフィックがすべての

一致基準を満たさなければならない（match-all はデフォルト）ことを指定した

クラス マップを作成する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map L4VIPCLASS

コンフィギュレーションから クラス マップを削除するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config)# no class-map L4VIPCLASS

SLB 用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成したあとで、次に説明す

るコマンドを使用して、クラス マップの説明と VIP の一致基準を設定します。

 • クラス マップの説明の定義 

 • VIP アドレス一致基準の定義

クラス マップの説明の定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップに関する簡単な説明を指定するには、クラ

ス マップ コンフィギュレーション モードで description コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

description text

text 引数には、 大 240 文字の英数字からなるテキスト ストリングを引用符で

囲まず、スペースを使用しないで入力します。

たとえば、サーバへのネットワーク トラフィックをフィルタリングするクラス 
マップであるという説明を指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map match-any L4VIPCLASS 
host1/Admin(config-cmap)# description filter server traffic

クラス マップから説明を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap)# no description
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VIP アドレス一致基準の定義

SLB の一致基準として VIP アドレス、プロトコル、およびポートからなる 3 タ
プル フローを定義するには、クラス マップ コンフィギュレーション モードで 
match virtual-address コマンドを使用します。複数の一致基準文を設定して、

SLB 用の VIP を定義できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match virtual-address vip_address {[mask] | any | {tcp 
| udp {any | eq port_number | range port1 port2}} | 
protocol_number}

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • line_number - （任意）個々の match コマンドを編集または削除するために

使用するライン番号。たとえば、no line_number を入力すると、ライン全

体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。2 ～ 255 の整数

を入力します。

 • vip_address - ACE の仮想サーバの VIP。ドット付き 10 進表記で指定します

（192.168.1.2）。VIP はカスタマーが所有するパブリック アドレスです。

 • mask - （任意）ネットワーク全体に接続できるようにするための、ACE の 
VIP アドレスのマスク。ドット付き 10 進表記で指定します

（255.255.255.0）。

 • any - IP プロトコル値を表すワイルドカード値を指定します。

 • tcp | udp - プロトコル、TCP、または UDP を指定します。

 – any - TCP または UDP ポート番号を表すワイルドカード値を指定しま

す。eq 値または range 値のどちらかの位置に any を使用すると、あら

ゆる着信ポートからのパケットが一致します。

 – eq port_number - TCP または UDP ポート番号が指定された値と一致し

なければならないことを指定します。0 ～ 65535 の整数を入力します。

0 を指定すると、ACE ではすべてのポートが対象となります。表 3-6 の 
Well-known TCP ポートのキーワード名、または表 3-7 の Well-known 
UDP ポートのキーワード名を入力することもできます。
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（注） ACE は、ポート 80 で http と www の両方の文字キーワードをサポートするほ

か、ポート番号 80 そのものもサポートします。文字キーワードまたはポート 80 
を設定するかどうかに関係なく、「www」の文字は実行コンフィギュレーション

に表示されます。

表 3-6 Well-known TCP ポートの番号およびキーワード 

キーワード ポート番号 説明

domain 53 Domain Name System（DNS; ドメイン 
ネーム システム）

ftp 21 FTP（ファイル転送プロトコル）

ftp-data 20 FTP データ接続

http 80 HTTP
https 443 HTTPS（HTTP over TLS または SSL）
irc 194 Internet Relay Chat（IRC; インターネット 

リレー チャット）

matip-a 350 Mapping of Airline Traffic over Internet 
Protocol（MATIP）Type A

nntp 119 NNTP（Network News Transport 
Protocol）

pop2 109 POP v2
pop3 110 POP v3
rdp 3389 RDP
rtsp 554 Real Time Streaming Protocol（RTSP）
sip 5060 Session Initiation Protocol（SIP）
skinny 2000 Skinny Client Control Protocol（SCCP）
smtp 25 Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シ

ンプル メール転送プロトコル）

telnet 23 Telnet
www 80 WWW
xot 1998 X.25 over TCP
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 – range port1 port2 - TCP または UDP ポートに使用するポート範囲を指

定します。有効なポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。0 を指定する

と、ACE ではすべてのポートを照合します。

 • protocol_number - IP プロトコル番号。IP プロトコル番号を表す 1 ～ 254 の
整数を入力します。

（注） ACE は必ず、 初の一致に基づいて、レイヤ 4 multi-match ポリシーに設定され

たクラスと着信トラフィックを照合しようとします。複数のクラス マップに同

じ VIP アドレス一致基準を設定し、 初のクラス マップでプロトコルを any と
して設定する場合、ACE は、ポリシー マップ内の非固有クラス マップのあとの

固有性の強いクラス マップ（指定されたプロトコルおよびポートを持つクラス 
マップ）と着信トラフィックを照合しません。たとえば、 初のクラス マップ

に match virtual-address 192.168.12.15 any 、2 番めのクラス マップに match 
virtual-address 192.168.12.15 tcp eq https を設定し、これらのクラスをポリ

シー マップにこの順で関連付ける場合、ACE が受信した HTTPS トラフィック

は目的のクラスと一致しません。したがって、ACE は不適切なサーバへのトラ

フィックをロード バランシングするので、ブラウザで The Page Cannot Be 
Displayed エラーを受信します。必ず、固有性の強いクラスを 初に設定しま

す。そうしないと、予期せぬ結果が発生する場合があります。個別のレイヤ 4 ポ
リシー マップに 2 つのクラスを設定する場合、サービス ポリシーを使用するイ

ンターフェイス上で正しい順序でポリシーを適用してください。

表 3-7 Well-known UDP ポートの番号およびキーワード 

キーワード ポート番号 説明

domain 53 DNS
radius-acct 1813 RADIUS（アカウンティング）

radius-auth 1812 RADIUS（サーバ）

sip 5060 Session Initiation Protocol（SIP）
wsp 9200 コネクションレス型 Wireless Session 

Protocol（WSP）
wsp-wtls 9202 セキュア コネクションレス型 WSP
wsp-wtp 9201 接続型 WSP
wsp-wtp-wtls 9203 セキュア接続型 WSP
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次の例では、クラス マップ L4VIPCLASS が VIP アドレス 192.168.1.10 および 
TCP ポート番号 80 を宛先とするトラフィックと一致することを指定します。:
host1/Admin(config)# class-map L4VIPCLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.1.10 tcp port 
eq 80

クラス マップから VIP match 文を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap)# no match virtual-address 192.168.1.10 tcp 
port eq 80

SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ
の設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック分類のために、VIP 関連のアクショ

ンを指定した SLB ポリシー マップを作成します。ポリシー マップは、トラ

フィック クラスで定義された分類と一致するトラフィックに実行する一連のア

クションに、定義済みのトラフィック クラス（クラス マップ）を関連付けます。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィック レベルでは、ネットワーク 
トラフィック機能ごとにポリシー マップが 1 つずつあります。レイヤ 3 および

レイヤ 4 ポリシー マップは、相応にタイプが決定され、service-policy コマンド

によって、単一インターフェイスに適用されるか、またはコンテキストのすべて

のインターフェイスにグローバルに適用されます。

ACE が特定のポリシーに対応するアクションを適用する順序は、ポリシー内部

のクラスに設定されているアクションとは無関係です。ACE は、ポリシー マッ

プのアクションおよび機能によって規定された暗黙の機能検索順序に従います。

したがって、ユーザが設定したクラス マップの順序が検索順序に作用するとは

限りません。たとえば、ポリシー マップで 1 つまたは複数のセキュリティ ACL 
を設定した場合、特定のフローに SLB などの処理を実行しようとしても、ACL 
が ACE を通過するそのフローを許可しない可能性があります。ACE が使用する

検索順序の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module 
Administration Guide』を参照してください。

SLB ポリシー マップを作成するには、コンフィギュレーション モードで 
policy-map コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

policy-map multi-match map_name

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。
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 • multi-match - レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィックに関

連する複数のアクションを同じポリシー マップに含め、ACE が特定の

分類（SLB、NAT、AAA など）に該当するすべてのアクションを実行

できるようにします。

 • map_name - ポリシー マップの UID。スペースを含まず引用符なしの英

数字を入力します（ 大 64 文字）。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィック ポリシー マップを作成する

には、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)#

コンフィギュレーションからポリシー マップを削除するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config)# no policy-map multi-match L4SLBPOLICY

ポリシー マップに同じタイプ（機能）のアクションのインスタンスが複数設定

されている場合、ACE はそのタイプに関して 初に検出したアクションを実行

します。

ここでは、次の内容について説明します。

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの説明の定義

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップをポリシー マップに関連付ける方法

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー アクションの指定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの説明の定義

description コマンドを使用すると、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに

関する簡単な説明を指定できます。

description コマンドを指定するには、ポリシー マップ コンフィギュレーション 
モードにアクセスする必要があります。

このコマンドの構文は次のとおりです。

description text

text 引数を使用し、 大 240 文字の英数字からなるテキスト ストリングを引用

符で囲まずに入力します。
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ポリシー マップが VIP へのネットワーク トラフィックをフィルタリングするた

めのものであることを指定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap)# description filter traffic matching a VIP

クラス マップから説明を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap)# no description

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップをポリシー マップに関
連付ける方法

レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリ

シー マップに関連付けるには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モード

で class コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

 class {name1 [insert-before name2] | class-default}

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - class-map コマンドで設定された、定義済みトラフィック クラスの

名前。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

 • class-default - ACEが作成した予約済みの Well-known クラス マップを指定

します。このクラスは削除も変更もできません。指定されたクラス マップ

で他の一致基準を満たせなかったすべてのトラフィックは、デフォルト ト
ラフィック クラスに割り当てられます。指定された分類がどれもトラ

フィックと一致しなかった場合、ACE は class class-default コマンドで指

定されたアクションを実行します。class-default クラス マップには、暗黙

の match any 文があり、あらゆるトラフィックとの一致が可能です。

 • insert-before name2 - （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーションの 
name2 引数で指定された既存のクラス マップの前に、現在のクラス マップ

を配置します。ACE は、実行コンフィギュレーションにコマンドを保存し

ませんが、ポリシー マップにクラス マップが設定された順序は維持します。

たとえば、insert-before オプションを使用して、ポリシー マップにおける 2 つ
のクラス マップの順序を定義するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap)# class L4VIPCLASS insert-before FILTERHTML

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップからクラス マップを削除するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config-pmap)# no class L4VIPCLASS
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レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー アクションの指定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを SLB ポリシー マップに関連付けたあと

で、ネットワーク トラフィックがクラス マップの 1 つまたは複数の文と一致し

た場合に、ACE に実行させるアクションを指定する必要があります。レイヤ 3 
およびレイヤ 4 ポリシー アクションを指定するには、次のトピックで説明する

コマンドを使用します。

 • レイヤ 7 SLB ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー マッ

プに関連付ける方法

 • 汎用、HTTP、または RTSP パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポ
リシー マップに関連付ける方法

 • 接続パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連付

ける方法

 • 仮想サーバ IP アドレスのアドバタイズのイネーブル化

 • ICMP 要求に対する VIP の応答をイネーブルにする方法

 • UDP トラフィックのパケット単位のロード バランシングのイネーブル化

 • VIP のイネーブル化

レイヤ 7 SLB ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー マッ
プに関連付ける方法

ACE は、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップを子ポリシーとして扱うので、必

ず、レイヤ 7 SLB ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー マッ

プに関連付ける必要があります。レイヤ 7 ポリシー マップではなく、レイヤ 3 
およびレイヤ 4 ポリシー マップは、インターフェイスに適用することも、コン

テキスト内限定ですべてのインターフェイスにグローバルに適用することもでき

ます。レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップ作成の詳細については、

「SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー マップの設定」 を参照してください。

レイヤ 7 SLB ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリシー マップに

関連付けるには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで 
loadbalance コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

loadbalance policy name
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policy name キーワードおよび引数は、既存レイヤ 7 SLB ポリシー マップの識別

情報です。名前として、 大 64 文字の英数字を引用符で囲まずに、スペースを

含めないで入力します。

たとえば、レイヤ 3 およびレイヤ 4 の L4SLBPOLICY というポリシー マップの

中で、レイヤ 7 の L7SLBPOLICY というポリシー マップを参照するには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm FARM2

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy L7SLBPOLICY

レイヤ 3 および レイヤ 4 SLB ポリシーに対するレイヤ 7 SLB ポリシーの関連付

けを解消するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no loadbalance policy L7LBPOLICY

汎用、HTTP、または RTSP パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポ
リシー マップに関連付ける方法

汎用、HTTP、または RTSP パラメータ マップを設定するには、関連アクション

を定義するパラメータ マップを作成します。「汎用プロトコル パラメータ マッ

プの設定」、「HTTP パラメータ マップの設定」、または「RTSP パラメータ マッ

プの設定」を参照してください。

パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連付けるには、

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで appl-parameter http 
advanced-options コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

appl-parameter {generic | http | rtsp} advanced-options name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • generic - 汎用プロトコル パラメータ マップを指定します。

 • http - HTTP パラメータ マップを指定します。

 • rtsp - RTSP パラメータ マップを指定します。
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 • name - 既存の汎用、HTTP、または RTSP パラメータ マップの 識別子。パ

ラメータ マップは、関連するトラフィックのアクションをひとまとめに集

約します。

たとえば、SLB ポリシー マップに対応するアクションとして、appl-parameter 
http advanced-options コマンドを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class FILTERHTTP
host1/Admin(config-pmap-c)# appl-parameter http advanced-options 
HTTP_PARAM_MAP1

SLB ポリシー マップに対する、アクションとしての HTTP パラメータ マップの

関連付けを解消するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no appl-parameter http advanced-options 
HTTP_PARAM_MAP1

接続パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連付け
る方法

接続パラメータ マップを作成して、関連アクションを定義することによって、

TCP/IP 正規化および接続パラメータを設定できます。『Cisco Application 
Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください。

接続パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連付けるに

は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで connection 
advanced-options コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

connection advanced-options name

name 引数には、既存パラメータ マップの名前として、 大 64 文字の英数字を

引用符で囲まずに、スペースを含めないで入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# connection advanced-options TCP_PARAM_MAP

ポリシー マップに対する TCP パラメータ マップの関連付けを解消するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no connection advanced-options TCP_PARAM_MAP
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仮想サーバ IP アドレスのアドバタイズのイネーブル化

ACE が仮想サーバの IP アドレスをホスト ルートとしてアドバタイズするには、

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで loadbalance vip 
advertise コマンドを使用します。この機能は、Route Health Injection（RHI）と

ともに使用され、ACE はネットワーク全体に VIP アドレスのアベイラビリティを

アドバタイズできます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

loadbalance vip advertise [active] | [metric number]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • active - （任意）ACE は、サーバ ファーム内に 1 つ以上のアクティブな実

サーバが存在する場合にだけ、VIP の IP アドレスをホスト ルートとしてア

ドバタイズできます。active オプションを指定しない場合、ACE はこの 
VIP に関連付けられたアクティブ実サーバがあるかないかに関係なく、必ず 
VIP をアドバタイズします。

 • metric number - （任意）ルーティング テーブルに入力する必要があるルー

トの距離メトリックを指定します。1 ～ 254 の整数を入力します。デフォル

ト値は 77 です。

（注） ルートの距離メトリック値を入力する前に、loadbalance vip 
advertise コマンドを使用して VIP のアドバタイズをイネーブルに

する必要があります。そうしないと、ACE はエラー メッセージを戻

します。

（注） loadbalance vip advertise metric コマンドを設定してから no 
loadbalance vip advertise [active] コマンドを入力すると、ACE は 
メトリック値をデフォルトの 77 にリセットします。

たとえば、SLB ポリシー マップに対応するアクションとして、loadbalance vip 
advertise コマンドを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class FILTERHTTP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip advertise active
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SLB ポリシー マップのアクションとしてホスト ルートのアドバタイズを中止

し、loadbalance vip advertise metric コマンドの値（設定されている場合）を

デフォルトの 77 にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no loadbalance vip advertise active

ルートの距離メトリックを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip advertise metric 30

アドバタイズされた VIP から距離メトリックを削除するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no loadbalance vip advertise metric 30

ICMP 要求に対する VIP の応答をイネーブルにする方法

ICMP ECHO 要求に対する VIP の応答をイネーブルにするには、ポリシー マッ

プ クラス コンフィギュレーション モードで loadbalance vip icmp-reply コマン

ドを使用します。たとえば、ユーザが VIP に ICMP ECHO 要求を送信した場合、

このコマンドは ICMP ECHO-REPLY の送信を VIP に指示します。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

loadbalance vip icmp-reply [active [primary-inservice]]

オプションは次のとおりです。

 • active - 設定された VIP がアクティブな場合に限り、ICMP 要求に応答する

ように ACE に指示します。VIP がアクティブではなく、なおかつ active オ
プションが指定されていた場合、ACE は ICMP 要求を廃棄して、要求をタ

イムアウトさせます。

 • primary-inservice - バックアップ サーバ ファームのステートに関係なく、

プライマリ サーバ ファームのステートがアップである場合に限り、ICMP 
ping に応答するように ACE に指示します。このオプションがイネーブル

で、プライマリ サーバ ファームのステートがダウンである場合、ACE は 
ICMP 要求を廃棄して、要求をタイムアウトさせます。

（注） loadbalance vip icmp-reply コマンドは ACE 上の VIP への ping を制御します。

このコマンドは VIP の ICMP Access Control List（ACL; アクセス コントロール 
リスト）エントリを暗黙にダウンロードします。このコマンドを ACE に設定し

ても、ICMP トラフィックを拒否するよう設定された ACL は、VIP への ping を
実行するクライアントの機能に影響を及ぼしません。
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このコマンドの active オプションを設定した場合は、コンフィギュレーション

を完結させるために、必ず、Telnet プローブを設定してサーバ ファームに関連

付けてください。プローブはサーバ ファーム内のすべての実サーバの状態を監

視し、サーバ ポートがアクティブな場合に限り、ICMP ECHO REPLY で VIP が
応答するようにします。サーバ ポートが停止している場合、または到達不能な

場合、プローブが失敗し、VIP は ECHO 要求への応答を中止します。プローブ

設定の詳細については、第 4 章「ヘルス モニタリングの設定」を参照してくだ

さい。

（注） セキュリティ上の理由から、ACE はモジュール経由で、ACE の一方の側にある 
VLAN（仮想 LAN）上のインターフェイスから、モジュールの反対側の異なる 
VLAN 上のインターフェイスへの ping を許可しません。たとえば、VIP がサー

バ VLAN とは異なる VLAN 上にある場合、サーバから VIP に対して ping を実

行できません。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class FILTERHTTP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip icmp-reply active

loadbalance vip icmp-reply コマンド、プライマリ サーバ ファーム、およびバッ

クアップ サーバ ファームの現在の状態を表示するには、show service-policy 
policy-name detail コマンドを使用します。詳細については、「サービス ポリ

シー統計情報の表示」を参照してください。

UDP トラフィックのパケット単位のロード バランシングのイネーブル化

デフォルトでは、ACE は同じタプルを使用して、既存の接続上の同じ実サーバ

に対する UDP パケットをロード バランシングできます。応答がクライアントに

戻されたあとただちに接続を終了し、UDP トラフィックのパケット単位のロー

ド バランシングをイネーブルにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュ

レーション モードで loadbalance vip udp-fast-age コマンドを使用します。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

loadbalance vip udp-fast-age

レイヤ 4 ポリシーの VIP クラスの下にこのコマンドを設定する必要があります。

このコマンドを使用すると、ACE はプレディクタ アルゴリズムに従って、サー

バ ファーム内の新しい実サーバへの新しい要求をすべてロード バランシングし
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ます。クライアントから再送信されたすべての UDP パケットは同じ実サーバに

転送されます。このコマンドを適用できるのは、UDP フローだけです。このコ

マンドは断片化パケットでも動作します。ACE は再設定を行ってから応答を転

送し、接続レコードを削除します。

（注） loadbalance vip udp-fast-age コマンドを使用できるのは、汎用レイヤ 7 ポリ

シーだけです。汎用レイヤ 7 ポリシーの設定に関する詳細については、「SLB に
対応するレイヤ 7 ポリシー マップの設定」を参照してください。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip udp-fast-age

デフォルト動作にリセットするには、no loadbalance vip udp-fast-age コマンド

を使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no loadbalance vip udp-fast-age

loadbalance vip udp-fast-age コマンドを使用する実行コンフィギュレーション

の例を示します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice

serverfarm host SF1
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice

parameter-map type connection TIMEOUT
set timeout inactivity 120

class-map match-any GENERIC_VIP
  2 match virtual-address 10.6.252.19 any

policy-map type loadbalance generic first-match GENERIC_LB1
  class class-default
    serverfarm SF1

policy-map multi-match LB
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  class GENERIC_VIP
loadbalance vip udp-fast-age
loadbalance vip inservice
loadbalance policy GENERIC_LB1
connection advanced-options TIMEOUT

interface vlan 10
  ip address 10.6.252.12 255.255.255.0
  access-group input TEST
  service-policy input LB
  no shutdown

VIP のイネーブル化

VIP の SLB 動作をイネーブルにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュ

レーション モードで loadbalance vip inservice コマンドを使用します。このコ

マンドの構文は次のとおりです。

loadbalance vip inservice

SLB ポリシー マップに対応するアクションとして、loadbalance vip inservice 
コマンドを指定する例を示します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class FILTERHTTP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

VIP をディセーブルにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-c)# no loadbalance vip inservice
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インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポ
リシーの適用

service-policy コマンドを使用すると、以下を実行できます。

 • 作成済みポリシー マップを適用します。

 • 特定の VLAN インターフェイスに、または同じコンテキスト内のすべての 
VLAN インターフェイスにグローバルに、トラフィック ポリシーを接続し

ます。

service-policy コマンドは、インターフェイス コンフィギュレーション モード

とコンフィギュレーション モードのどちらでも使用できます。コンフィギュ

レーション モードでポリシー マップを指定すると、コンテキストに関連付けら

れているすべての VLAN インターフェイスにポリシーが適用されます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

service-policy input policy_name

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • input - インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを接続するこ

とを指定します。トラフィック ポリシーでは、そのインターフェイスが受

信したすべてのトラフィックを評価します。

 • policy_name - 作成済みの policy-map コマンドで設定された、定義済みポリ

シー マップの名前。名前には 大 64 文字の英数字を使用できます。

サービス ポリシーを作成するときには、次の注意事項に従ってください。

 • コンテキストにグローバルに適用されるポリシー マップは、そのコンテキ

ストに関連付けられたすべてのインターフェイスに内部的に適用されます。

 • ポリシーを適用できるのは、入力方向に限られます。 

 • インターフェイス上でアクティブになったポリシーは、重なり合う分類およ

びアクションに指定されているグローバル ポリシーを上書きします。

 • ACE では、個々のインターフェイスでアクティブにできるのは、特定機能

タイプの 1 つのポリシーだけです。

 • インターフェイスごとに、 大 128 のサービス ポリシーを適用できます。

インターフェイス上で複数の VIP を設定する場合、着信トラフィックの一致基

準は、そのインターフェイス上で service-policy 文を設定した順番に従います。

インターフェイス上で設定した各サービス ポリシーは、インターフェイスにレ
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イヤ 3 およびレイヤ 4 multi-match ポリシー マップを適用します。各 
multi-match ポリシー マップには、そのポリシー マップに関連付けられたクラス 
マップで定義されている機能を 1 つまたは複数含めることができます。

サービス ポリシーにはライン番号がないので、インターフェイス上でサービス 
ポリシーを設定する順番がきわめて重要になります。その理由は、次のような暗

黙の機能検索順序が ACE にあるからです。

1. アクセス コントロール（パケットの許可または拒否）

2. 管理トラフィック

3. TCP 正規化および接続パラメータ

4. サーバ ロード バランシング

5. アプリケーション プロトコル インスペクション

6. 送信元 NAT

7. 宛先 NAT

インターフェイスに複数のサービス ポリシーを適用した場合、ACE はリストの

末尾に 後のサービス ポリシーを追加します。インターフェイス上のサービス 
ポリシーの順序を変更する必要がある場合は、 初にサービス ポリシーを削除

してから、適切な順序で戻す必要があります。このプロセスは、ネットワークの

中断を伴います。

サービス ポリシーの順序を変更するもう 1 つの方法として、同じ multi-match ポ
リシー マップで複数のクラス マップを設定できます。この場合、クラス マップ

の順序を定義できます。このプロセスは、ネットワークの中断を伴いません。既

存ポリシーに新しいクラス マップを追加する場合は、insert-before コマンドを

使用して、新しいクラス マップを所定の順序に配置します。

ポリシー マップで 2 つのクラス マップを設定する例を示します。この場合、

VIP-ACCESS-MANAGER-80 の方が固有性の強いクラス マップです。ACE が
確実に、固有性の強い分類にトラフィックを一致させるように、LB-TRAFFIC 
ポリシー マップ内で VIP-ACCESS-MANAGER-80 クラス マップを先に設定し

ます。この例およびその次の例で示すのは、コンフィギュレーションのレイヤ 3 
およびレイヤ 4 トラフィック分類の部分だけです。

class-map match-all VIP-ACCESS-MANAGER-ANY
  2 match virtual-address 10.238.45.200 tcp eq any
class-map match-all VIP-ACCESS-MANAGER-80
  2 match virtual-address 10.238.45.200 tcp eq www
policy-map multi-match LB-TRAFFIC
  class VIP-ACCESS-MANAGER-80
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy POLICY-ACCESS-MANAGER-80
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    loadbalance vip icmp-reply active
  class VIP-ACCESS-MANAGER-ANY
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy POLICY-ACCESS-MANAGER-ANY
    loadbalance vip icmp-reply active

interface vlan 758
  description CLIENT-SIDE-VLAN
  bridge-group 100
  access-group input ALL
  service-policy input LB-TRAFFIC
  no shutdown

クラス マップごとに 1 つずつ、合計 2 つのポリシー マップを使用して、前の例

と同じ結果を得る例を示します。この例では、サービス ポリシーを使用するイ

ンターフェイス下で、固有性が強い方のポリシー マップを先に設定します。

policy-map multi-match LB-TRAFFIC-80
  class VIP-ACCESS-MANAGER-80
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy POLICY-ACCESS-MANAGER-80
    loadbalance vip icmp-reply active

policy-map multi-match LB-TRAFFIC-ANY
  class VIP-ACCESS-MANAGER-ANY
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy POLICY-ACCESS-MANAGER-ANY
    loadbalance vip icmp-reply active

interface vlan 758
  description CLIENT-SIDE-VLAN
  bridge-group 100
  access-group input ALL
  service-policy input LB-TRAFFIC-80
  service-policy input LB-TRAFFIC-ANY
  no shutdown

インターフェイス VLANを指定し、VLAN にレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポリ

シー マップを適用する例を示します。

host1/Admin(config)# interface vlan50
host1/Admin(config-if)# mtu 1500
host1/Admin(config-if)# ip address 172.20.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input L4SLBPOLICY

コンテキスト内のすべてのインターフェイスにレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB ポ
リシー マップを適用するには、次のように入力します。
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host1/Admin(config)# service-policy input L4SLBPOLICY

インターフェイスからトラフィック ポリシーを切り離すには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-if)# no service-policy input L4SLBPOLICY

コンテキストからトラフィック ポリシーをグローバルに切り離すには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# no service-policy input L4SLBPOLICY

サービス ポリシーを適用した 後の VLAN インターフェイスから個別に、また

は同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスからグローバルにト

ラフィック ポリシーを切り離すと、ACE は関連するサービス ポリシー統計情報

を自動的にリセットします。ACE はこのアクションを実行することによって、次

回、トラフィック ポリシーが特定の VLAN インターフェイスに接続されたとき、

または同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグローバルに

接続されたときに、サービス ポリシー統計情報の新しい開始点を提供します。

UDP ブースタの設定
非常に高速の UDP 接続を必要とするネットワーク アプリケーションを使用して

いる場合、UDP ブースタ機能を設定します。レイヤ 4 のこの機能は、統計ロー

ド バランシング アルゴリズムが適切であるアプリケーションに適しています。

この機能の も一般的な用途は DNS ロード バランシングですが、超高速 UDP 
接続を必要な場合はいつでも使用できます。

この機能を使用して超高速接続を達成するために、ACE は新しい UDP 要求を

ロード バランシングします。適切なインターフェイスにヒットする以後の UDP 
パケットと、以前のロード バランシング結果を照合しようとします。以前の

ロード バランシング結果と一致した以後のパケットには、ロード バランシング

されたパケットとは異なる送信元 IP アドレスがあります。ACE は通常、サーバ 
ファームに設定されたロード バランシング プレディクタを使用して、UDP 損失

をロード バランシングします。

ACE は特定用途接続テーブルのハッシュ ヒットを追跡します。ハッシュ範囲は 
1 ～ 16384（16 K）です。テーブル全体には、65,536（64 K）のエントリが含ま

れ、エントリごとに 1 つのクライアントと 1 つのサーバに基づいています。2 つ
のネットワーク プロセッサにはそれぞれに独立したテーブルがあります。
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クライアント側のインターフェイス ヒットの場合、ACE は VIP を関連するサー

バ IP アドレスに NAT し、送信元 IP アドレスを保存します。サーバからのリ

ターン トラフィックの場合、ACE は サーバ IP アドレスを VIP に NAT し、宛

先アドレスを保存します。

送信元および宛先ポートが同じである（送信元および宛先ポート番号が 53 であ

る DNS アプリケーションでは一般的）要求の場合、ACE は暗黙の PAT を使用

して送信元ポートを変換します。ACE は送信元ポート ハッシュ用にポート範囲 
1 ～ 1023 を予約します。したがって、着信 UDP トラフィックでは、送信元ポー

トと宛先ポートが同じであるか、送信元ポートが 1023 より大きい必要がありま

す。そのようなポートになっていないと、この機能は正しく機能しません。

（注） NAT を使用して UDP ブースタを設定しないでください。また、パケット単位の 
UDP ロード バランシング（別名 UDP ファスト エージング）などのどのような
レイヤ 7 の機能も、UDP ブースタの設定では使用しないでください。そうしな

いと、予期せぬ結果が発生する場合があります。パケット単位の UDP ロード バ
ランシングの詳細については、「UDP トラフィックのパケット単位のロード バ
ランシングのイネーブル化」を参照してください。NAT の詳細については、

『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参

照してください。

UDP ブースタ機能を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードで udp コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

udp {ip-source-hash | ip-destination-hash}

キーワードは次のとおりです。

 • ip-source-hash - 接続を照合する前に、送信元ハッシュ VLAN インター

フェイスにヒットする UDP パケットの送信元 IP アドレスをハッシュするよ

う、ACE に指示します。このキーワードをクライアント側のインターフェ

イスに設定します。

 • ip-destination-hash - 接続を照合する前に宛先ハッシュ VLAN インター

フェイスにヒットする UDP パケットの宛先 IP アドレスをハッシュするよ

う、ACE に指示します。このキーワードをサーバ側のインターフェイスに

設定します。

（注） この機能を使用するには、適切なインターフェイス上で両方のキーワードを設定

し、ACE 上に標準ロード バランシングを設定する必要があります。UDP ブース

タの機能を設定するときは、反対方向のトラフィック（たとえば、実サーバ側か

ら開始した UDP 接続）がすべて ACE で廃棄される点に注意が必要です。 
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ロード バランシングの設定の詳細については、このマニュアルの該当する章を

参照してください。

たとえば、この機能をクライアント側の VLAN インターフェイス 101 およびサー

バ側の VLAN インターフェイス 201 に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# interface vlan 101
host1/Admin(config-if)# udp ip-source-hash
host1/Admin(config-if)# exit
host1/Admin(config)# interface vlan 201
host1/Admin(config-if)# udp ip-destination-hash

前述のインターフェイスから UDP ブースタ機能を削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config)# interface vlan 101
host1/Admin(config-if)# no udp ip-source-hash
host1/Admin(config-if)# exit
host1/Admin(config)# interface vlan 201
host1/Admin(config-if)# no udp ip-destination-hash

送信元ポートと宛先ポートが等しい場合にハッ
シュを実行するための ACE の設定

デフォルトでは、TCP または UDP パケットの送信元ポートおよび宛先ポートが

等しい場合、Classification and Distribution Engine（CDE）は送信元 IP アドレ

スと宛先 IP アドレスを使用して、ハッシュ関数を実行します。送信元ポートと

宛先ポートが等しくない場合、CDE はポートだけを使用します。

TCP または UDP パケットが等しい場合に送信元ポートおよび宛先ポートを使用

してハッシュ関数を実行するよう CDE を設定するには、hw-module 
cde-same-port-hash コマンドを使用します。このコマンドを設定する場合、送

信元ポートが変更されないように、ACE はパケットの暗黙の PAT をディセーブ

ルにします。このコマンドを使用できるのは、管理コンテキストだけです。

このコマンドが設定され、これらのポートが等しい場合、CDE はデフォルト方

式とわずかに異なるハッシュ方式を使用します。

たとえば、次のように入力します。

switch/Admin(config)# hw-module cde-same-port-hash
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デフォルト動作にリセットするには、次のように入力します。

switch/Admin(config)# no hw-module cde-same-port-hash

RDP ロード バランシングの設定
Microsoft RDP では、ターミナル サーバで稼動する Windows ベースのアプリ

ケーションのネットワーク接続上で、リモート ディスプレイ機能および入力機

能を提供します。RDP がサポートする重要な機能の 1 つはローミング接続の切

断と呼ばれます。ローミング接続の切断では、ターミナル サーバ セッションを

ログオフすることなく、セッションの接続を手動で解除できます。同じデバイス

または異なるデバイスのいずれかを使用してあとでシステムにログインする場

合、切断されたセッションに自動的に再接続します。ネットワークまたはクライ

アントの障害によってセッションが予期せずに終了した場合でも、ログオフでは

なく切断されます。

ロード バランシング設定では、ACE は、サーバ ファームに設定されたロード バ
ランシング方式に従って、サーバ ファーム内のターミナル サーバ上の着信セッ

ション接続を分散します。Session Directory（SD）は、ユーザ名でインデック

ス化されたユーザ セッションのリストを維持し、切断したセッションが常駐す

るターミナル サーバに再接続し、そのセッションを再開できます。サーバ 
ファームのターミナル サーバでユーザを認証する場合、SD はユーザ名で問い合

わされます。ユーザ名を持つセッションがターミナル サーバの 1 つに存在する

場合、SD はそのターミナル サーバにユーザをリダイレクトします。この機能に

より、意図的に、またはネットワーク障害によって、アプリケーションが稼動し

ているセッションを切断してから、あとで同じアプリケーションが稼動する同じ

セッションに再接続できます。SD は、ログイン情報を持ったルーティング トー

クンとトークンに組み込まれたサーバ IP アドレスをクライアントに送信します。

ルーティング トークンを解析し、トークン内部に組み込まれた IP アドレスを使

用してターミナル サーバに対するクライアント セッションをロード バランシン

グするには、ACE は RDP パケット内を調査する必要があります。ACE は、

RDP パケット内のルーティング トークンの有無に基づき、ロード バランシング

決定を行います。トークンが存在する場合、ACE はトークンに組み込まれたア

ドレスとポートがあるサーバにパケットを転送します。トークンが存在しない場

合、ACE はレイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング設定を使用して実サー

バを決定します。
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（注） ACE はルーティング トークンに基づき、RDP ロード バランシングをサポート

します。ACE への要求でルーティング トークンを送信しない場合、ACE は、設

定されたプレディクタを使用してサーバ ファーム内の使用可能なサーバの 1 つ
に対するクライアント要求をロード バランシングします。

ここでは、RDP ロード バランシング用の ACE の設定について説明します。

 • 実サーバおよびサーバ ファームの設定

 • レイヤ 7 RDP ロード バランシング ポリシーの設定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 RDP ポリシーの設定

 • インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 RDP ポリシーの適用

 • RDP ロード バランシングの設定例

実サーバおよびサーバ ファームの設定

実サーバおよびサーバ ファームの設定の詳細については、第 2 章「実サーバお

よびサーバ ファームの設定」を参照してください。

レイヤ 7 RDP ロード バランシング ポリシーの設定

レイヤ 7 RDP ロード バランシング ポリシーを設定するには、次の手順を実行し

ます。

ステップ 1 レイヤ 7 RDP ロード バランシング ポリシー マップを作成します。

(config)# policy-map type loadbalance rdp first-match RDP_L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb-rdp)#

ステップ 2 そのポリシー マップとデフォルト クラス マップを関連付けます。レイヤ 7 RDP 
ポリシー マップに関連付けることができるのは、デフォルトのクラス マップだ

けです。

host1/Admin(config-pmap-lb-rdp)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-rdp-C)#

ステップ 3 サーバ ファームとポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-rdp-C)# serverfarm sf1
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レイヤ 7 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、「SLB に対応

するレイヤ 7 クラス マップの設定」および「SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー 
マップの設定」を参照してください。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 RDP ポリシーの設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 RDP ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 RDP 用にレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成し、VIP match 文を指定

します。match 文の rdp キーワードを使用すると、ポートをデフォルトの RDP 
ポート 3389 に設定します。ポート番号を直接入力することもできます。

host1/Admin(config)# class-map match-any RDP_L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.12.15 tcp port 
eq rdp

ステップ 2 レイヤ 3 およびレイヤ 4 RDP ポリシー マップを作成し、レイヤ 3 およびレイヤ 
4 RDP クラス マップと関連付けます。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match RDP_L4_POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class RDP_L4_CLASS
host1/Admin(config-pmap-c)#

ステップ 3 VIP をインサービスにします。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

ステップ 4 「レイヤ 7 RDP ロード バランシング ポリシーの設定」で作成したレイヤ 7 ポリ

シー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy RDP_L7_POLICY

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、

「SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定」および「SLB 用レ

イヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定」を参照してください。
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インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 RDP ポリシー
の適用

インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの

適用の詳細については、「インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ

シーの適用」を参照してください。

RDP ロード バランシングの設定例

次に、RDP ロード バランシングの実行コンフィギュレーションの例を示します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice

serverfarm host SF1
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice

class-map match-any RDP_L4_CLASS
  2 match virtual-address 10.6.252.19 tcp eq rdp

policy-map type loadbalance rdp first-match RDP_L7_POLICY
  class class-default
    serverfarm SF1

policy-map multi-match RDP_L4_POLICY
  class RDP_L4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance RDP_L7_POLICY

interface vlan 10
  ip address 10.6.252.12 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input RDP_L4_POLICY
  no shutdown
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RADIUS ロード バランシングの設定
ACE は RADIUS プロトコルを使用してクライアント要求をロード バランシン

グします。ACE は以下を使用して、アカウンティングおよびサーバ アクセスの 
RADIUS クライアント要求を処理します。

 • 初のパケットを処理するサーバを決定するレイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード 
バランシング

 • 同じクライアントから同じサーバへの以降のパケットを、そのパケットの特

定の RADIUS フィールドに基づいてロード バランシングするスティッキ性

ACE が再送信要求を受信した場合、オリジナル要求の送信先である同じサーバ

に要求を送信します。モジュールは、送信元および宛先のアドレスおよびポート

と、RADIUS ヘッダーで「識別情報」と呼ばれるヘッダー フィールドを使用し

て再送信を特定します。

ACE がクライアント データ フレームを、RADIUS 要求の送信先である同じ 
RADIUS サーバに確実に転送するには、catch-all VIP および RADIUS スティッ

キ グループに、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーをアク

ションとして設定する必要があります。Access-Accept または 
Accounting-Request メッセージで IP アドレス（Framed IP）を受信すると、

ACE はデータ フレームを適切なサーバに転送します。

ロード バランシングされたサービス ゲートウェイ環境では、ACE は定義された

発信側端末 ID またはユーザ名範囲を特定のサーバ ファームにマッピングするこ

とで、データセンターのパーティション化されたサブスクライバ データベース

をサポートします。この機能により、各サーバ ファームに稼動するサブスクラ

イバの制限セットを設定できるように、サブスクライバ データベースをパー

ティション化できます。サブスクライバ アトリビュートに対する一致基準に 
RADIUS クラス マップを設定することで、サブスクライバ アトリビュートを指

定できます。

ACE は RADIUS アカウンティングのオン /オフ メッセージをロード バランシン

グしません。代わりに、RADIUS ロード バランシング ポリシーに設定された

サーバ ファームの実サーバごとに、これらのメッセージを複製します。

ここでは、RADIUS ロード バランシングの設定について説明します。

 • 実サーバおよびサーバ ファームの設定

 • RADIUS スティッキ グループの設定

 • レイヤ 7 RADIUS ロード バランシング ポリシーの設定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS ロード バランシング ポリシーの設定
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 • 非 RADIUS データ転送用のトラフィック ポリシーの設定

 • インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS ポリシーの適用

 • RADIUS ロード バランシングの設定例

実サーバおよびサーバ ファームの設定

実サーバおよびサーバ ファームの設定の詳細については、第 2 章「実サーバお

よびサーバ ファームの設定」を参照してください。

RADIUS スティッキ グループの設定

次の基準のいずれかに基づいて、RADIUS スティッキ グループを設定できます。

 • Framed IP だけ

 • Framed IP および発信側端末 ID

 • Framed IP およびユーザ名

RADIUS スティッキ グループを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 RADIUS スティッキ グループを作成します。

host1/admin(config)# sticky radius framed-ip calling-station-id 
RADIUS_GROUP
host1/admin(config-sticky-radius)#

RADIUS スティッキ グループにより、ACE は同じユーザ セッションに属する

以後のメッセージ（ユーザ名、呼び出し ID、または IP アドレス（Framed IP）
によって特定）を、そのユーザ セッションの 初のメッセージと同じサーバに

確実に送信します。複数のセッションが同じクライアントから発信できます。

ステップ 2 サーバ ファームとスティッキ グループを関連付けます。

host1/admin(config-sticky-radius)# serverfarm sf2

RADIUS スティッキ性の設定の詳細については、第 5 章「スティッキ機能の設

定」を参照してください。
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レイヤ 7 RADIUS ロード バランシング ポリシーの設定

レイヤ 7 RADIUS ロード バランシング ポリシーを設定するには、次の手順を実

行します。

ステップ 1 レイヤ 7 ロード バランシング クラス マップを作成します。

host1/Admin(config)# class-map type radius loadbalance match-any 
RADIUS_L7_CLASS
host1/Admin(config-cmap-radius-lb)# 

初の 2 つのステップを省略し、代わりにデフォルトのクラス マップ

（class-default）を使用することもできます。デフォルトのクラス マップを使用

する場合、RADIUS 発信側端末 ID やユーザ名の一致基準は指定できません。

（注） match-all クラス マップでは、同じタイプの match を複数設定できませ

ん。match-any クラス マップでは、異なるタイプの match を複数設定で

きません。

ステップ 2 クラス マップに一致基準を定義します。

host1/Admin(config-cmap-radius-lb)# match radius attribute 
calling-station-id 122
host1/Admin(config-cmap-radius-lb)# match radius attribute username 
JSMITH

ステップ 3 レイヤ 7 RADIUS ロード バランシング ポリシー マップを作成します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance radius first-match 
RADIUS_L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb-radius)#

ステップ 4 ステップ 1 で作成したクラス マップとステップ 3 で作成したポリシー マップを

関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-radius)# class RADIUS_L7_CLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-radius-c)#

ステップ 5 スティッキ グループとポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-radius-C)# sticky-serverfarm RADIUS_GROUP
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（注） レイヤ 7 ポリシーに、スティッキ サーバ ファームではなく、単一の（非ス

ティッキ）サーバ ファームを指定できます。その場合に使用可能な機能は、同

じ実サーバへの再送信の転送と、すべての実サーバへのアカウンティング オン

またはオフの複製だけです。

レイヤ 7 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、「SLB に対応

するレイヤ 7 クラス マップの設定」および「SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー 
マップの設定」を参照してください。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS ロード バランシング ポリ
シーの設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS ポリシーを設定するには、次の手順を実行し

ます。

ステップ 1 RADIUS ロード バランシングにレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを設定

し、VIP match 文を指定します。match 文の radius-auth キーワードを使用する

と、ポートはデフォルトの RADIUS ポート 1812 に設定されます。radius-acct 
キーワードを使用すると、ポートはデフォルトの RADIUS ポート 1813 に設定

されます。ポート番号を直接入力することもできます。

host1/Admin(config)# class-map match-any RADIUS_L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.12.15 udp eq 
radius-auth
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.12.15 udp eq 
radius-acct

次のように、ポート範囲に 1 つの match 文を使用することもできます。

host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.12.15 udp 
range 1812 1813

ステップ 2 レイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS ポリシー マップを設定し、ステップ 1 で作成

したレイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS クラス マップとこのポリシー マップを関

連付けます。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match RADIUS_L4_POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class RADIUS_L4_CLASS
host1/Admin(config-pmap-c)#
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ステップ 3 VIP をインサービスにします。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

ステップ 4 「レイヤ 7 RADIUS ロード バランシング ポリシーの設定」で作成したレイヤ 7 
ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy RADIUS_L7_POLICY

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、

「SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定」および「SLB 用レ

イヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定」を参照してください。

RADIUS ロード バランシングの詳細については、「RADIUS ロード バランシン

グの設定例」を参照してください。

非 RADIUS データ転送用のトラフィック ポリシーの設定

クライアントからの非 RADIUS データ パケットを、同じクライアントからの 
RADIUS パケットを ACE から送信したときの宛先であるサーバに転送するよう

ACE を設定できます。この機能は、Cisco Services Selection Gateway（SSG）

を装備したモバイル ワイヤレス実装で使用されます。エンド ユーザ トラフィッ

クは、ロード バランサをパススルーし、IP アドレス（Framed IP）によって識別

されたユーザを認証し、アカウンティングする同じ実サーバ（SSG）に転送され

る必要があります。

ACE がフレーム化 IP スティッキ性を使用して非 RADIUS パケットを転送する

必要がある場合、パケットの送信元 IP アドレスを使用してスティッキ データ

ベース内のフレーム化 IP アドレスを検索します。検索が正常に終了すると、

ACE はパケットを適切な実サーバの IP アドレスにネクストホップとして送信し

ます（パケットの宛先 IP アドレスは変更されません）。検索が失敗すると、

ACE はパケットをルーティングします。

（注） この手順には、catch-all VIP（IP アドレスおよびネットマスク 0.0.0.0 0.0.0.0）
の使用が含まれます。このタイプの VIP は慎重に使用してください。できれば、

ACE が転送する必要がある実際のトラフィックにできるだけ近い VIP アドレス

およびネットマスクを使用してください。
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次の手順では、データ転送プロセスに関連したコンフィギュレーションの部分を

設定するのに必要なステップについて説明します。前述の設定手順とともに、次

の手順を使用します。

ステップ 1 catch-all VIP のあるレイヤ 4 クラス マップを作成します。

host1/Admin(config)# class-map match-any LAYER4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# 4 match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 any
host1/Admin(config-cmap)# exit

ステップ 2 レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップを 1 つ作成します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
DATA_FORWARD_L7POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)#

ステップ 3 デフォルトのクラス マップとレイヤ 7 ポリシー マップを関連付け、非 RADIUS 
着信トラフィックを照合します。デフォルトのクラス マップは、このポリシー 
マップで設定できる唯一のクラス マップです。

host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)#

ステップ 4 「RADIUS スティッキ グループの設定」 で作成した RADIUS スティッキ グルー

プとレイヤ 7 ポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# sticky-serverfarm RADIUS_GROUP

ステップ 5 レイヤ 4 クラス マップと、「レイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS ロード バランシ

ング ポリシーの設定」 で作成したレイヤ 4 multimatch ポリシー マップを関連付

けます。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match RADIUS_L4_POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class LAYER4_CLASS

ステップ 6 ステップ 1 で設定した catch-all VIP をイネーブルにします。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

ステップ 7 ステップ 2 で作成したレイヤ 7 ロード バランシング ポリシーとレイヤ 4 
multimatch ポリシーを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy DATA_FORWARD_L7POLICY

データ転送 RADIUS トラフィック ポリシーの設定全体の例については、「エン

ド ユーザ データ転送ポリシー」を参照してください。
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インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 RADIUS ポリ
シーの適用

インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの

適用の詳細については、「インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ

シーの適用」 を参照してください。

RADIUS ロード バランシングの設定例

次に、レイヤ 7 RADIUS クラス マップを使用した場合と使用しない場合の 
RADIUS ロード バランシングの設定例を示します。

 • レイヤ 7 RADIUS クラス マップを使用しない場合

 • レイヤ 7 RADIUS クラス マップを使用した場合

 • エンド ユーザ データ転送ポリシー

レイヤ 7 RADIUS クラス マップを使用しない場合

次に、レイヤ 7 RADIUS クラス マップを使用しない場合の RADIUS ロード バ
ランシングの実行コンフィギュレーションの例を示します。RADIUS ロード バ
ランシング設定に厳密に関連している設定部分は太字で示します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice

serverfarm host SF1
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice

sticky radius framed-ip calling-station-id RADIUS_GROUP
  serverfarm SF2
class-map match-any RADIUS_L4_CLASS
  2 match virtual-address 12.1.1.11 udp range 1812 1813
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policy-map type loadbalance radius first-match RADIUS_L7_POLICY
  class class-default
    sticky-serverfarm RADIUS_GROUP

policy-map multi-match RADIUS_L4_POLICY
  class RADIUS_L4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance RADIUS_L7_POLICY

interface vlan 10
  ip address 192.168.12.13 255.255.255.0
  service-policy input RADIUS_DATA_L4_POLICY
  no shutdown

レイヤ 7 RADIUS クラス マップを使用した場合

次に、レイヤ 7 RADIUS クラス マップを使用した場合の RADIUS ロード バラ

ンシングの実行コンフィギュレーションの例を示します。RADIUS ロード バラ

ンシング設定に厳密に関連している設定部分は太字で示します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice

serverfarm host SF1
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice

sticky radius framed-ip calling-station-id RADIUS_GROUP1
  serverfarm SF1

sticky radius framed-ip calling-station-id RADIUS_GROUP2
  serverfarm SF2

class-map match-any RADIUS_L4_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.12.15 udp range 1812 1813
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class-map type radius loadbalance match-any RADIUS_L7_CLASS1
   2 match radius attribute calling-station-id 122*
   3 match radius attribute calling-station-id 133*

class-map type radius loadbalance match-any RADIUS_L7_CLASS2
   2 match radius attribute calling-station-id 144*

policy-map type loadbalance radius first-match RADIUS_L7_POLICY
  class RADIUS_L7_CLASS1
    sticky-serverfarm RADIUS_GROUP1
  class RADIUS_L7_CLASS2
    sticky-serverfarm RADIUS_GROUP2

policy-map multi-match RADIUS_L4_POLICY
  class RADIUS_L4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance RADIUS_L7_POLICY

interface vlan 10
  ip address 192.168.12.12 255.255.255.0
  service-policy input RADIUS_L4_POLICY
  no shutdown

エンド ユーザ データ転送ポリシー

次に、ACE が 初の RADIUS パケットを送信した先と同じ RADIUS サーバに

非 RADIUS データ パケットを送信するよう ACE に指示するのに必要なコマン

ドの例を示します。データ転送ポリシーに厳密に関連している設定部分は太字で

示します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice

serverfarm host SF1
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice
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sticky radius framed-ip RADIUS_GROUP1
  serverfarm SF1

class-map type radius loadbalance match-any RADIUS_L7_CLASS
  2 match radius attribute calling-station-id 133*

class-map match-any RADIUS_L4_CLASS
  3 match virtual-address 192.168.12.15 udp range 1812 1813

class-map match-any LAYER4_CLASS
  4 match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 any

policy-map type loadbalance radius first-match RADIUS_L7_POLICY
  class RADIUS_L7_CLASS
    sticky-serverfarm RADIUS_GROUP1

policy-map type loadbalance first-match DATA_FORWARD_L7POLICY
  class class-default
    sticky-serverfarm RADIUS_GROUP1

policy-map multi-match RADIUS_L4_POLICY
  class RADIUS_L4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy RADIUS_L7_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply
    loadbalance vip advertise
  class LAYER4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy LAYER7_POLICY

interface vlan 10
  ip address 192.168.12.12 255.255.255.0
  service-policy input RADIUS_L4_POLICY
  no shutdown
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RTSP ロード バランシングの設定
RTSP は、次のようなアプリケーションによって、サーバからクライアントへの

オーディオ、ビデオ、およびシミュレーション データのストリーミングに使用

します。

 • Cisco IP/TV

 • Apple QuickTime 4

 • RealAudio

 • RealNetworks

 • RealPlayer

ACE は RTSP over TCP をサポートします。ACE は、設定された VIP および 
RTSP ポートで、レイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP ロード バランシングの決定を行

います。レイヤ 7 ロード バランシングの場合、ACE は RTSP URL または RTSP 
ヘッダーを使用します。RTSP URL の形式は rtsp://cisco.com/video です。

RTSP セッションには、同じまたは異なる接続上で複数の要求および応答メッ

セージの交換が含まれます。たとえば、メディア プレーヤーがメディア ファイ

ルを再生しようとすると、次のメッセージ交換が実行されます。

 • OPTIONS はサポート対象の機能を、サーバに問い合わせます（一部のメ

ディア プレーヤーはこれをスキップします）。

 • DESCRIBE はメディア リソースの説明を取得します。

 • SETUP はメディアに使用する転送メカニズムを指定します。

 • PLAY は SETUP で指定されたメカニズムを通じて、ストリーミングされた

データの送信を開始するようサーバに通知します。

 • PAUSE により、ストリーム配信を一時的に中断します。

 • TEARDOWN はストリーム配信を停止し、リソースを解放します。

ACE が新しい RTSP セッションの 初の要求メッセージ（通常は OPTIONS ま
たは DESCRIBE）を受信すると、設定されたポリシーに基づいてロード バラン

シングの決定を行い、選択したサーバにメッセージを転送します。ACE はこの

セッションの以後のメッセージをすべて同じサーバに転送します。RTSP メッ

セージはテキスト ベースで HTTP と類似しています。
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RTSP スティッキは Session ヘッダーを使用してクライアントをサーバに固定し

ます。Session ヘッダーには、SETUP 応答のサーバによって割り当てられた

セッション ID が含まれます。サーバが SETUP 要求に応答すると、ACE は、ス

ティッキ データベースにサーバからのセッション ID を持つエントリを作成しま

す。以後のメッセージ交換はすべて同じ Session ヘッダーを含みます。

（注） 同じセッションのすべての RTSP 要求が単一の接続に到達する場合、設定のス

ティッキ部分は任意となります。

設定のインスペクション部分は任意となります。ただし、Real-Time Transport 
Protocol（RTP）の個別の接続を移動する RTSP データ トラフィックをサポート

するには、RTSP インスペクションを設定する必要があります。インスペクショ

ンを設定すると、ACE は検査を実行し、RTSP パケットを修正します（パケッ

トの必要な書き換えや制限されたポートのオープンを含む）。RTSP インスペク

ションの詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Security 
Configuration Guide』を参照してください。

ここでは、RTSP ロード バランシングの設定について説明します。

 • 実サーバおよびサーバ ファームの設定

 • RTSP スティッキ グループの設定

 • レイヤ 7 RTSP ロード バランシング ポリシーの設定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP ロード バランシング ポリシーの設定

 • インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP ポリシーの適用

 • RTSP ロード バランシング設定の例

実サーバおよびサーバ ファームの設定

実サーバおよびサーバ ファームの設定の詳細については、第 2 章「実サーバお

よびサーバ ファームの設定」を参照してください。
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RTSP スティッキ グループの設定

ここでは、RTSP スティッキ性の設定方法を説明します。これは任意の手順であ

り、RTSP ロード バランシングに必須ではありません。

RTSP スティッキ グループを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 RTSP スティッキ グループを作成します。RTSP スティッキ グループにより、

ACE は同じセッションの以後の要求を、そのセッションの 初のメッセージと

して同じサーバに確実に送信します。

（注） 同じ URL のすべての RTSP 要求が単一の接続に到達する場合、設定の

スティッキ部分は任意となります。

host1/admin(config)# sticky rtsp-header Session RTSP_GROUP
host1/admin(config-sticky-rtsp)#

ステップ 2 サーバ ファームとスティッキ グループを関連付けます。

host1/admin(config-sticky-rtsp)# serverfarm SF4

スティッキ性の設定の詳細については、第 3 章「スティッキ機能の設定」を参照

してください。

レイヤ 7 RTSP ロード バランシング ポリシーの設定

レイヤ 7 RTSP ロード バランシング ポリシーを設定するには、次の手順を実行

します。

ステップ 1 レイヤ 7 RTSP ロード バランシング クラス マップを作成します。

host1/Admin(config)# class-map type rtsp loadbalance match-any 
RTSP_L7_CLASS
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# 
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ステップ 2 クラス マップに一致基準を定義します。

host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# match rtsp url 
rtsp://cisco.com/movie
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# match rtsp header Accept 
header-value application/sdp
host1/Admin(config-cmap-rtsp-lb)# match source-address 192.168.12.15 
255.255.255.0

ステップ 3 レイヤ 7 RTSP ロード バランシング ポリシー マップを作成します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance rtsp first-match 
RTSP_L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb-rtsp)#

ステップ 4 ステップ 1 で作成したクラス マップ（またはデフォルトのクラス）とステップ 3 
で作成したポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-rtsp)# class RTSP_L7_CLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-rtsp-c)#

ステップ 5 スティッキ グループとポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-rtsp-C)# sticky-serverfarm RTSP_GROUP

レイヤ 7 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、「SLB に対応

するレイヤ 7 クラス マップの設定」および「SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー 
マップの設定」を参照してください。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP ロード バランシング ポリシー
の設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP ロード バランシング ポリシーを設定するには、

次の手順を実行します。

ステップ 1 RTSP ロード バランシングにレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを設定し、

VIP match 文を指定します。match 文の rtsp キーワードを使用すると、ポート

はデフォルトの RTSP ポートに設定されます。

host1/Admin(config)# class-map match-all RTSP_L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.12.15 tcp eq 
rtsp
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ステップ 2 レイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP ポリシー マップを設定し、ステップ 1 で作成した

レイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP クラス マップとこのポリシー マップを関連付け

ます。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match RTSP_L4_POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class RTSP_L4_CLASS
host1/Admin(config-pmap-c)#

ステップ 3 VIP をインサービスにします。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

ステップ 4 「レイヤ 7 RADIUS ロード バランシング ポリシーの設定」で作成したレイヤ 7 
ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy RTSP_L7_POLICY

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、

「SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定」および「SLB 用レ

イヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定」を参照してください。

インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 RTSP ポリ
シーの適用

インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの

適用の詳細については、「インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ

シーの適用」を参照してください。

RTSP ロード バランシング設定の例

次に、RTSP の設定例を示します。スティッキ グループおよび RTSP インスペク

ション部分は任意です。クライアントが 1 つのセッションで複数の要求に異なる

接続を使用する場合、スティッキ グループを設定する必要があります。個別の

接続を移動するデータ トラフィックに RTP を使用する場合、適切なピンホール

を開くにはインスペクションが必要です。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
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  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice

serverfarm host SF4
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice

sticky rtsp-header Session RTSP_GROUP
  serverfarm SF4

class-map type rtsp loadbalance match-any RTSP_L7_CLASS
  match rtsp url rtsp://cisco.com/movie 
  match rtsp header Accept header-value application/sdp

class-map match-all RTSP_L4_CLASS
  match virtual-address 192.168.12.15 tcp eq rtsp

policy-map type loadbalance rtsp first-match RTSP_L7_POLICY
  class RTSP_L7_CLASS
    sticky-serverfarm RTSP_GROUP

policy-map multi-match RTSP_L4_POLICY
  class RTSP_L4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy RTSP_L7_POLICY
    inspect rtsp

interface vlan 10
  ip address 192.168.12.12 255.255.255.0
  service-policy input RTSP_L4_POLICY
  no shutdown
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SIP ロード バランシングの設定
SIP は、ユーザ デバイスとメディア サーバの間のシグナリング メカニズムとし

て機能します。SIP は、エンド デバイス（ユーザ エージェント クライアント）

が SIP サーバとインタラクティブな通信セッションを開始するピアツーピア プ
ロトコルです。このセッションには、インターネット マルチメディア会議、イ

ンターネット電話コール（VoIP）、およびマルチメディア配信を含むことができ

ます。クライアント デバイスの例として、ハードウェア、ソフトウェア、携帯

用 IP 電話、Personal Digital Assistant（PDA）があります。ACE は SIP over 
TCP または UDP をサポートします。

セッション Call-ID は、固有のコール識別情報で、クライアントから SIP プロキ

シ サーバに送信されたテキスト ベースの SIP メッセージ内に常駐します（たと

えば、クライアントと ACE の間に設置された Cisco Softswitch）。プロキシ サー

バは ACE への複数の同時コールに同じ接続を再使用できます。ACE は、異なる 
Call-ID を持つ各コールを個別にロード バランシングしますが、同時にバックエ

ンド接続はオープンのままにします。この動作は、ACE が新しいロード バラン

シング決定を行ったあと、既存の接続を閉じる HTTP 持続性再バランスとは異

なります。持続性再バランスの詳細については、「HTTP 持続性再バランスのイ

ネーブル化」を参照してください。

SIP セッション中、クライアントとサーバは多数のメッセージを交換します。

図 3-2 を参照してください。
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図 3-2 SIP コール セットアップおよびコール ダイアログの例

ACE がクライアントから新しい SIP セッションの 初の要求メッセージ（通常

は INVITE）を受信すると、設定されたポリシーに基づいてロード バランシン

グの決定を行い、選択したサーバにメッセージを転送します。ACE は、この

セッションで同じ Call-ID を持つ以後のメッセージをすべて同じサーバに転送し

ます。

Call-ID スティッキ性により、異なる TCP または UDP 接続からの特定の 
Call-ID のメッセージは正しいサーバに到達します。Call-ID によるスティッキ

性は、Call-ID を使用して現在の SIP セッションを識別し、メッセージ内容に基

づいて決定を行うステートフル コール サービスにとって特に重要です。

（注） 同じ Call-ID のすべての SIP 要求が単一の接続に到達する場合、設定のスティッ

キ部分は任意となります。
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SIP スティッキ性が設定されていて、ACE がクライアントからサーバへの SIP 
メッセージのヘッダーで Call-ID を検出した場合、ACE は Call-ID に基づいて

キー（ハッシュ値）を生成します。ACE はこのキーを使用して、スティッキ 
テーブル内のエントリを検索します。エントリが存在する場合、ACE はテーブ

ル エントリが示すスティッキ サーバにクライアントを送信します。エントリが

存在しない場合、ACE は新しいスティッキ エントリを作成し、キーに SIP 
Call-ID 値をハッシュし、エントリにそのキーを保存します。

ほとんどの場合、SIP ロード バランシングを機能させるため、少なくとも基本的

な SIP インスペクションをイネーブルにする必要があります（インスペクション 
ポリシーなしで inspect sip コマンドを設定）。SIP インスペクションは SIP パ
ケットを修正します（パケットの必要な書き換えや制限されたポートのオープン

を含む）。これらのアクションによって、SIP トラフィックは確実に ACE によっ

て適切にルーティングされます。SIP インスペクションの詳細については、

『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参

照してください。

ここでは、SIP ロード バランシングの設定について説明します。

 • 実サーバおよびサーバ ファームの設定

 • SIP スティッキ グループの設定

 • レイヤ 7 SIP ロード バランシング ポリシーの設定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 SIP ロード バランシング ポリシーの設定

 • インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 SIP ポリシーの適用

 • SIP ロード バランシングの設定例

実サーバおよびサーバ ファームの設定

実サーバおよびサーバ ファームの設定の詳細については、第 2 章「実サーバお

よびサーバ ファームの設定」を参照してください。
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SIP スティッキ グループの設定

ここでは、SIP スティッキ性の設定方法を説明します。これは任意の手順であ

り、SIP ロード バランシングには必須ではありません。

SIP スティッキ グループを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 SIP スティッキ グループを作成します。

host1/admin(config)# sticky sip-header Call-ID SIP_GROUP
host1/admin(config-sticky-sip)#

SIP スティッキ グループにより、ACE は同じクライアントからの以後のパケット

を、そのクライアントからの 初のパケットと同じサーバに確実に送信します。

（注） 同じ Call-ID のすべての SIP 要求が単一の接続に到達する場合、設定のスティッ

キ部分は任意となります。

ステップ 2 サーバ ファームとスティッキ グループを関連付けます。

host1/admin(config-sticky-sip)# serverfarm sf3

SIP スティッキ性の設定の詳細については、第 3 章「スティッキ機能の設定」を

参照してください。

レイヤ 7 SIP ロード バランシング ポリシーの設定

レイヤ 7 SIP ロード バランシング ポリシーを設定するには、次の手順を実行し

ます。

ステップ 1 レイヤ 7 SIP ロード バランシング クラス マップを作成します。

host1/Admin(config)# class-map type sip loadbalance match-any 
SIP_L7_CLASS
host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# 
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初の 2 つのステップを省略し、代わりにデフォルトのクラス マップ

（class-default）を使用することもできます。デフォルトのクラス マップを使用

する場合、他の SIP ヘッダーの一致基準は指定できません。代わりに、ACE は 
class class-default コマンドで指定されたアクションを実行します。

class-default クラス マップには、暗黙の match any 文があり、あらゆるトラ

フィックとの一致が可能です。さらに、ACE により、同じ Call-ID を持つメッ

セージは同じサーバに確実にロード バランシングされます。設定の詳細につい

ては、「一致基準を使用しない SIP ロード バランシング」を参照してください。

ステップ 2 クラス マップに一致基準を定義します。

host1/Admin(config-cmap-sip-lb)# match sip header To header-value 
.*@cisco.com

ステップ 3 レイヤ 7 SIP ロード バランシング ポリシー マップを作成します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance sip first-match 
SIP_L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb-sip)#

ステップ 4 ステップ 1 で作成したクラス マップ（またはデフォルトのクラス）とステップ 3 
で作成したポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-sip)# class SIP_L7_CLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-sip-c)#

ステップ 5 スティッキ グループとポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-sip-C)# sticky-serverfarm SIP_GROUP

レイヤ 7 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、「SLB に対応

するレイヤ 7 クラス マップの設定」および「SLB に対応するレイヤ 7 ポリシー 
マップの設定」を参照してください。
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SIP ロード バランシングの設定  
レイヤ 3 およびレイヤ 4 SIP ロード バランシング ポリシーの
設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 SIP ロード バランシング ポリシーを設定するには、次

の手順を実行します。

ステップ 1 SIP ロード バランシングにレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを設定し、VIP 
match 文を指定します。match 文の sip キーワードを使用すると、ポートはデ

フォルトの SIP ポート 5060 に設定されます。

host1/Admin(config)# class-map match-all SIP_L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.12.15 udp eq 
sip

ステップ 2 レイヤ 3 およびレイヤ 4 SIP ポリシー マップを設定し、ステップ 1 で作成したレ

イヤ 3 およびレイヤ 4 SIP クラス マップとこのポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match SIP_L4_POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class SIP_L4_CLASS
host1/Admin(config-pmap-c)#

ステップ 3 VIP をインサービスにします。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

ステップ 4 「レイヤ 7 RADIUS ロード バランシング ポリシーの設定」で作成したレイヤ 7 
ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy SIP_L7_POLICY

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの設定の詳細については、

「SLB 用レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB クラス マップの設定」および「SLB 用レ

イヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定」を参照してください。
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SIP ロード バランシングの設定
インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 SIP ポリシー
の適用

インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーの

適用の詳細については、「インターフェイスへのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ

シーの適用」を参照してください。

SIP ロード バランシングの設定例

次に、SIP の設定例を示します。

 • 一致基準を使用しない SIP ロード バランシング

 • SIP ヘッダーおよび SIP インスペクションに基づいた SIP ロード バランシング

スティッキ グループおよび SIP インスペクションは任意です。class-map 一致基

準を設定しない場合、ACE は class class-default コマンドで指定されたアク

ションを実行します。class-default クラス マップには、暗黙の match any 文があ

り、あらゆるトラフィックとの一致が可能です。さらに、ACE により、同じ 
Call-ID を持つメッセージは同じサーバに確実にロード バランシングされます。

一致基準を使用しない SIP ロード バランシング

次に、一致基準を使用しない SIP ロード バランシングの実行コンフィギュレー

ションの例を示します。SIP ロード バランシング設定に厳密に関連している設定

部分は太字で示します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice
serverfarm host SF1
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice

sticky sip-header Call-ID SIP_GROUP
  serverfarm SF3
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SIP ロード バランシングの設定  
class-map match-all SIP_L4_CLASS
  match virtual-address 192.168.12.15 udp eq sip

policy-map type loadbalance sip first-match SIP_L7_POLICY
  class class-default
    sticky-serverfarm SIP_GROUP
policy-map multi-match SIP_L4_POLICY
  class SIP_L4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy SIP_L7_POLICY
    inspect sip

interface vlan 10
  ip address 192.168.12.12 255.255.255.0
  service-policy input SIP_L4_POLICY
  no shutdown

SIP ヘッダーおよび SIP インスペクションに基づいた SIP ロード バランシング

次に、SIP ヘッダーおよび SIP インスペクションに関する SIP ロード バランシ

ングの実行コンフィギュレーションの例を示します。SIP ロード バランシング設

定に厳密に関連している設定部分は太字で示します。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host RS1
  ip address 10.6.252.245
  inservice
rserver host RS2
  ip address 10.6.252.246
  inservice

serverfarm host SF3
  rserver RS1
    inservice
  rserver RS2
    inservice

sticky sip-header Call-ID SIP_GROUP
  serverfarm SF3

class-map type sip loadbalance match-any SIP_L7_CLASS
  match sip header Call_ID header-value sip:

class-map match-all SIP_L4_CLASS
  match virtual-address 192.168.12.15 tcp eq sip
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サーバ ロード バランシング ポリシー コンフィギュレーションの例
policy-map type loadbalance sip first-match SIP_L7_POLICY
  class SIP_L7_CLASS
    sticky-serverfarm SIP_GROUP

policy-map multi-match SIP_L4_POLICY
  class SIP_L4_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy SIP_L7_POLICY
    inspect sip

interface vlan 10
  ip address 192.168.12.12 255.255.255.0
  service-policy input SIP_L4_POLICY
  no shutdown

サーバ ロード バランシング ポリシー コンフィ
ギュレーションの例

SLB 用のトラフィック ポリシーを定義する複数のクラス マップおよびポリシー 
マップが含まれた、実行コンフィギュレーションの例を示します。例では、クラ

ス マップおよびポリシー マップのコンフィギュレーションを太字で示します。

次のコンフィギュレーションでは、接続用のサーバ ファームを選択したときに、

複数のロード バランシング プレディクタの 1 つに基づいて、接続が実サーバに

送られます。leastconns プレディクタ方式は、オープンしている接続が も少な

いサーバに、接続をロード バランシングします。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

probe tcp TCP
  interval 5
  faildetect 2
  passdetect interval 10
  open 3

parameter-map type http PERSIST-REBALANCE
  persistence-rebalance
parameter-map type connection PRED-CONNS-UDP_CONN
  set timeout inactivity 300
serverfarm host PRED-CONNS
  predictor leastconns
  rserver SERVER1
    inservice
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  rserver SERVER2
    inservice
  rserver SERVER3
    inservice
  rserver SERVER4
    inservice
  rserver SERVER5
    inservice
  rserver SERVER6
    inservice
  rserver SERVER7
    inservice
  rserver SERVER8
    inservice
serverfarm host PRED-CONNS-UDP
  failaction purge
  predictor leastconns
  rserver SERVER1
    inservice
  rserver SERVER2
    inservice
  rserver SERVER3
    probe ICMP
    inservice
  rserver SERVER5
    inservice
  rserver SERVER6
    inservice
  rserver SERVER7
    inservice
serverfarm host PREDICTOR
  probe TCP
  rserver SERVER1
    inservice
  rserver SERVER2
    inservice
  rserver SERVER6
    inservice
  rserver SERVER7
    inservice

sticky http-cookie COOKIE_TEST STKY-GRP-43
  cookie offset 1 length 999
  timeout 30
  replicate sticky
  serverfarm PREDICTOR

class-map match-all L4PRED-CONNS-UDP-VIP_128:2222_CLASS
3-123
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド         

OL-11867-01-J



  

第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定           

サーバ ロード バランシング ポリシー コンフィギュレーションの例
  2 match virtual-address 192.168.120.128 udp eq 0 
class-map match-all L4PRED-CONNS-VIP_128:80_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.120.128 tcp eq www 
class-map match-all L4PREDICTOR_117:80_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.120.117 tcp eq www 
policy-map type loadbalance first-match L7PLBSF_PRED-CONNS_POLICY
  class class-default
    serverfarm PRED-CONNS
policy-map type loadbalance first-match L7PLBSF_PRED-CONNS-UDP_POLICY
  class class-default
    serverfarm PRED-CONNS-UDP
policy-map type loadbalance first-match L7PLBSF_PREDICTOR_POLICY
  class class-default
    sticky-serverfarm STKY-GRP-43
policy-map multi-match L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  class L4PREDICTOR_117:80_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7PLBSF_PREDICTOR_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply active
    nat dynamic 1 vlan 120
    appl-parameter http advanced-options PERSIST-REBALANCE
  class L4PRED-CONNS-VIP_128:80_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7PLBSF_PRED-CONNS_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply active
    nat dynamic 1 vlan 120
    appl-parameter http advanced-options PERSIST-REBALANCE
  class L4PRED-CONNS-UDP-VIP_128:2222_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7PLBSF_PRED-CONNS-UDP_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply active
    nat dynamic 1 vlan 120
    appl-parameter http advanced-options PERSIST-REBALANCE
    connection advanced-options PRED-CONNS-UDP_CONN

interface vlan 120
  description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
  ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
  fragment chain 20
  fragment min-mtu 68
  access-group input ACL1
  nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.70 netmask 255.255.255.0 pat
  service-policy input L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254
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ロード バランシング コンフィギュレーション情
報および統計情報の表示

ここで説明するコマンドを使用すると、レイヤ 3 およびレイヤ 4、さらにレイヤ 
7 のクラス マップおよびポリシー マップについて、コンフィギュレーション情

報および統計情報を表示できます。ここでは、次の内容について説明します。

 • クラス マップ コンフィギュレーション情報の表示

 • ポリシー マップ コンフィギュレーション情報の表示

 • パラメータ マップ コンフィギュレーション情報の表示

 • ロード バランシング統計情報の表示

 • HTTP パラメータ マップ統計情報の表示

 • サービス ポリシー統計情報の表示

 • HTTP 統計情報の表示

クラス マップ コンフィギュレーション情報の表示

クラス マップ コンフィギュレーション情報を表示するには、EXEC モードで 
show running-config class-map コマンドを使用します。アクセスしたコンテキ

ストで設定されているすべてのクラス マップの名前、さらに各クラス マップで設

定されている match 文が表示されます。このコマンドの構文は次のとおりです。

show running-config class-map

ポリシー マップ コンフィギュレーション情報の表示

ポリシー マップ コンフィギュレーション情報を表示するには、EXEC モードで 
show running-config policy-map コマンドを使用します。アクセスしたコンテ

キストで設定されているすべてのポリシー マップの名前、さらに各クラス マッ

プで設定されているクラス マップおよびアクションが表示されます。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

show running-config policy-map
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示
パラメータ マップ コンフィギュレーション情報の表示

パラメータ マップのリストおよびそれぞれのコンフィギュレーション情報を表

示するには、EXEC モードで show running-config parameter-map コマンドを

使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show running-config parameter-map

ロード バランシング統計情報の表示

ロード バランシング統計情報を表示するには、EXEC モードで show stats 
loadbalance コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show stats loadbalance [radius | rdp] 

キーワードおよびオプションは次のとおりです。

 • radius - （任意）現在のコンテキストに関連付けられた RADIUS ロード バ
ランシングの統計情報を表示します。

 • rdp - （任意）現在のコンテキストに関連付けられた RDP ロード バランシ

ングの統計情報を表示します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show stats loadbalance

表 3-8 で、HTTP パラメータ マップに関する show stats loadbalance コマンド

の出力に含まれる、各フィールドについて説明します。

表 3-8 show stats loadbalance コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Total Version 
Mismatch

ロード バランシングの決定時に VIP コンフィギュレーショ

ンが変更されました。ACE は接続を拒否しました。

Total Layer4 
Decisions

ACE がレイヤ 4 でロード バランシングを決定した合計回数

Total Layer4 
Rejections

ACE が拒否したレイヤ 4 接続の合計数
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示  
表 3-9 に、show stats loadbalance radius コマンド出力のフィールドの説明を示

します。

Total Layer7 
Decisions

ACE がレイヤ 7 でロード バランシングを決定した合計回数

Total Layer7 
Rejections

ACE が拒否したレイヤ 7 接続の合計数

Total Layer4 LB 
Policy Misses

設定されているレイヤ 4 ロード バランシング ポリシーと一

致しなかった接続要求の合計数

Total Layer7 LB 
Policy Misses

設定されているレイヤ 7 ロード バランシング ポリシーと一

致しなかった接続要求の合計数

Total Times 
Rserver Was 
Unavailable

ACE がサーバ ファームの実サーバに対して要求のロード 
バランシングを試み、実サーバが稼動していなかったか、

またはその他の理由で使用できなかった合計回数

Total ACL denied ACL によって拒否された接続要求の合計数

Total IDMap 
Lookup Failures

冗長性のため、ID Map テーブルの実サーバまたはサーバ 
ファームのピア ACE ID マッピングに対する、ローカル 
ACE の検出に ACE が失敗した合計数。ローカル ACE で検

索する正しいリモート ID をピア ACE が送信しなかったた

めにローカル ACE がマッピングを実行できなかった場合

や、ID Map テーブルが作成されなかった場合に、障害が発

生する可能性があります。

表 3-8 show stats loadbalance コマンド出力のフィールド （続き）

フィールド 説明

表 3-9 show stats loadbalance radius コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Total Requests 
Received

受信した RADIUS クライアント（NAS）要求の合計数 

Total Responses 
Received

受信した RADIUS サーバ応答の合計数 

Total Retry 
Packets Received

受信した再送信 RAIDUS 要求の合計数 
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示
Total Header 
Parse Results 
Received

ロード バランシング モジュールで解析し、受信した 
RADIUS ヘッダーの合計数

Total Body Parse 
Results Received

ロード バランシング モジュールで解析し、受信した 
RADIUS アトリビュートの合計数

Total Data Parse 
Results Received

ロード バランシング モジュールで解析し、受信した 
RADIUS パケット（要求と応答）の合計数

Total Packets 
Sent Out 

インバウンド インターフェイスとアウトバウンド インター

フェイスの両方で ACE から送信した RADIUS パケットの

合計数 
Total Sessions 
Allocated

割り当てた RADIUS セッションの合計数

Total Sessions 
Deleted

削除した RADIUS セッションの合計数

Total Username 
Sticky Added

User-Name アトリビュートに基づいて追加したスティッキ 
エントリの合計数

Total 
Calling-station 
Sticky Added

Calling-Station-Id アトリビュートに基づいて追加したス

ティッキ エントリの合計数

Total Framed-ip 
Sticky Added

Framed-IP-Address アトリビュートに基づいて追加したス

ティッキ エントリの合計数

Total End-user 
Packet Sticky 
Success

RADIUS AAA 処理で事前に作成した FIP スティッキ エン

トリにヒットしたエンドユーザ パケットの合計数

Total End-user 
Packet Sticky 
Failure

RADIUS AAA 処理で事前に作成した FIP スティッキ エン

トリにヒットしなかったエンドユーザ パケットの合計数

Total 
Acct-On/Off 
Requests 
Received

受信した RADIUS アカウンティング On/Off 要求の合計数 

表 3-9 show stats loadbalance radius コマンド出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示  
 Total 
Acct-On/Off 
Responses 
Received

受信した RADIUS アカウンティング On/Off 応答の合計数 

Total 
Acct-On/Off with 
No Rules

対応する有効なポリシーが見つからなかった RADIUS アカ

ウンティング On/Off 要求の合計数 

Total 
Acct-On/Off Req 
Processing Done

ACE で正常に処理した RADIUS アカウンティング On/Off 
要求の合計数

Total NULL 
Packet Received 
Errors

受信した無効な（データがない）RADIUS パケットの合計

数 

Total Parse Errors 有効な RADIUS ヘッダーがない状態で受信した RADIUS 
パケットの合計数

Total Proxy 
Mapper Errors

プロキシ マッパー エントリの作成に失敗した件数。プロキ

シ マッパー エントリは、ポイントツーマルチポイント プロ

トコルで使用できるように、複数のアウトバウンド接続で

各インバウンド接続をマッピングします。

Total Sticky 
Addition Failures

RADIUS に基づくスティッキ エントリの作成に失敗した件

数

Total memory 
allocation 
failures

任意のメイン RADIUS 構造で使用するための割り当てに失

敗した件数

 Total stale packet 
errors 

新しい RADIUS パケットの受信によって 新ではなくなっ

た RADIUS パケットの合計数

表 3-9 show stats loadbalance radius コマンド出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示
表 3-10 に、show stats loadbalance rdp コマンド出力のフィールドの説明を示

します。

表 3-10 show stats loadbalance rdp コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Total Data Parse 
Results Received

ロード バランシング モジュールで受信した RDP 解析結果

の合計数

Total Packets 
Load Balanced

ロード バランシングした RDP パケットの合計数

Total Packets 
with Routing 
Token 

ルーティング トークン付きで受信した RDP パケットの合

計数

Total Packets 
with Token 
Matching No 
Rserver 

ルーティング トークンに適合する設定済み実サーバが存在

しない RDP パケットの合計数
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示  
HTTP パラメータ マップ統計情報の表示

HTTP パラメータ マップの統計情報を表示するには、EXEC モードで show 
parameter-map コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show parameter-map name

 name 引数は、HTTP パラメータ マップの識別子です。 大 64 文字の英数字を、

引用符で囲まずに入力します。

たとえば、HTTP_PARAMMAP という HTTP パラメータ マップの統計情報を表

示する場合は、次のように入力します。

host1/Admin# show parameter-map HTTP_PARAMMAP

表 3-11 で、HTTP パラメータ マップに関する show parameter-map コマンドの

出力に含まれる、各フィールドについて説明します。

表 3-11 show parameter-map コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Parameter-map HTTP パラメータ マップを表す UID
タイプ HTTP

Server-side 
connection 
reuse

TCP サーバ再利用機能の状態。イネーブルまたはディセー

ブルです。

Case- 
insensitive 
parsing

case-insensitive コマンドの状態。イネーブルまたはディ

セーブルです。

Persistence- 
rebalance

persistence-rebalance コマンドの状態。イネーブルまたは

ディセーブルです。

Header- 
maxparse- 
length

header-maxparse-length コマンドの設定値またはデフォル

ト値

Content- 
maxparse- 
length

content-maxparse-length コマンドの設定値またはデフォ

ルト値
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示
サービス ポリシー統計情報の表示

コンテキスト内でグローバルにイネーブルのサービス ポリシーについて、また

は特定のインターフェイス上のサービス ポリシーについて、統計情報を表示す

るには、show service-policy コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

show service-policy [policy_name] [detail]  

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • policy_name - （任意）指定された既存ポリシー マップの統計情報。スペー

スを含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

 • detail - （任意）インターフェイスに適用された指定のポリシー マップにつ

いて、詳細な統計情報を表示します。

（注） ACE は、該当する接続がクローズされると、show service-policy コマンドが表

示するカウンタを更新します。

表 3-12 で、show service-policy detail コマンド出力のフィールドについて説明

します。

Parse length- 
exceed 
action

length-exceed コマンドに設定されているアクション。

continue または drop です。

Urlcookie- 
delimiters

設定されている URL cookie デリミタ

表 3-11 show parameter-map コマンド出力のフィールド （続き）

フィールド 説明

表 3-12 show service-policy detail コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Status サービス ポリシーの現在の動作状態。ACTIVE または 
INACTIVE です。

Description ユーザが入力したポリシー マップに関する説明
3-132
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 3 章      サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定

ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示  
Interface ポリシー マップが適用されたインターフェイスの VLAN ID
Service Policy ポリシー マップの UID
Class サービス ポリシーに関連付けられているクラス マップの名前

Loadbalance
L7 Policy サービス ポリシーに関連付けられている L7 ポリシー マッ

プの名前

VIP Route 
Metric

loadbalance vip advertise コマンドで指定されたように、

ルートの距離メトリックを指定します。ACE はルーティン

グ テーブルに指定する値を書き込みます。有効値は 1 ～ 
254 の整数です。

VIP Route 
Advertise

loadbalance vip advertise コマンドの動作状態。

ENABLED または DISABLED です。このコマンドは、

RHI とともに使用され、ACE はネットワーク全体に VIP ア
ドレスのアベイラビリティをアドバタイズできます。

VIP ICMP 
Reply

loadbalance vip icmp-reply コマンドの動作状態。有効な

状態は、ENABLED、DISABLED、

ENABLED-WHEN-ACTIVE、または 
ENABLED-WHEN-PRIMARY-SF-UP です。

VIP State 仮想サーバの動作状態。INSERVICE または 
OUTOFSERVICE です。

Curr Conns VIP へのアクティブな接続の数

Dropped 
Conns

ACE が廃棄した接続の数

Client Pkt 
Count

クライアントから受信したパケットの数

Server Pkt 
Count

サーバから受信したパケットの数

Hit Count この VIP との接続が確立された回数

Client Byte 
Count

クライアントから受信したバイト数

Server Byte 
Count

サーバから受信したバイト数

表 3-12 show service-policy detail コマンド出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示
L4 Policy Stats
Total Req/ 
Resp

ポリシー マップに関する要求および応答の合計数

Total 
Allowed

受信して許可されたパケットの合計数

Total 
Dropped

受信して廃棄されたパケットの合計数

Total Logged 記録されたエラーの合計数

L7 loadbalance 
policy

レイヤ 7 ポリシー マップの 識別情報

Class-map 関連付けられたクラス マップの 識別情報

LB action レイヤ 7 ポリシー マップで指定されている次のようなアク

ション

 • Primary server farm - プライマリ サーバ ファームの 
ID

 • State - プライマリ サーバの現在の状態。UP または 
DOWN です。

 • Backup server farm - バックアップ サーバ ファームの 
識別情報

 • State - プライマリ サーバの現在の状態。UP または 
DOWN です。

Primary Server 
Farm

プライマリ サーバ ファームの 識別情報

NAT 
Dynamic 
Pool

NAT ダイナミック プールおよび関連した VLAN の ID

Curr Conns プライマリ サーバ ファームへの現在の接続数

Hit Count プライマリ サーバ ファームへの累計接続数

Dropped 
Conns

ACE が廃棄した、プライマリ サーバ ファームへの接続試

行回数

表 3-12 show service-policy detail コマンド出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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ロード バランシング コンフィギュレーション情報および統計情報の表示  
HTTP 統計情報の表示

ヘッダー挿入およびサーバ再利用の統計情報を含めて、HTTP の統計情報を表示

するには、EXEC モードで show stats http コマンドを使用します。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

show stats http

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show stats http

+------------------------------------------+
+-------------- HTTP statistics -----------+
+------------------------------------------+
 LB parse result msgs sent : 0          , TCP data msgs sent       : 0
 Inspect parse result msgs : 0          , SSL data msgs sent       : 0
                      sent
 TCP fin/rst msgs sent     : 0          , Bounced fin/rst msgs sent: 0
 SSL fin/rst msgs sent     : 0          , Unproxy msgs sent        : 0
 Drain msgs sent           : 0          , Particles read           : 0
 Reuse msgs sent           : 0          , HTTP requests            : 0
 Reproxied requests        : 0          , Headers removed          : 0
 Headers inserted          : 0          , HTTP redirects           : 0
 HTTP chunks               : 0          , Pipelined requests       : 0
 HTTP unproxy conns        : 0          , Pipeline flushes         : 0

Backup Server 
Farm

バックアップ サーバ ファームの識別情報

NAT 
Dynamic 
Pool

NAT ダイナミック プールおよび関連した VLAN の ID

Curr Conns バックアップ サーバ ファームへの現在の接続数

Hit Count バックアップ サーバ ファームへの累計接続数

Dropped 
Conns

ACE が廃棄した、バックアップ サーバ ファームへの接続

試行回数

Hit count このポリシーを使用して接続が確立された回数

Dropped conns このポリシーと関連付けられていて、廃棄された接続の数

表 3-12 show service-policy detail コマンド出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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SLB 統計情報の消去
 Whitespace appends        : 0          , Second pass parsing      : 0
 Response entries recycled : 0          , Analysis errors          : 0
 Header insert errors      : 0          , Max parselen errors      : 0
 Static parse errors       : 0          , Resource errors          : 0
 Invalid path errors       : 0          , Bad HTTP version errors  : 0
 Headers rewritten         : 0          , Header rewrite errors   : 0

SLB 統計情報の消去
ここでは、ロード バランシングに関する統計情報を消去する目的で使用できる

コマンドについて説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • ロード バランシング統計情報の消去

 • サービス ポリシー統計情報の消去

 • HTTP 統計情報の消去

ロード バランシング統計情報の消去

現在のコンテキストに含まれるすべてのロード バランシング統計情報を消去す

るには、EXEC モードで clear stats loadbalance コマンドを使用します。このコ

マンドの構文は次のとおりです。

clear stats loadbalance [radius | rdp]

キーワードおよびオプションは次のとおりです。

 • radius - （任意）RADIUS ロード バランシングの統計情報を消去します。

 • rdp - （任意）RDP ロード バランシングの統計情報を消去します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear stats loadbalance

（注） 冗長性を設定している場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、ロード 
バランシング統計情報を明示的に消去する必要があります。アクティブ モ
ジュール上の統計情報を消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い

値のまま残ります。
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SLB 統計情報の消去 
サービス ポリシー統計情報の消去

サービス ポリシーの統計情報を消去するには、clear service-policy コマンドを

使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear service-policy policy_name

policy_name 引数には、現在使用中の（インターフェイスに適用した）既存ポリ

シー マップを表す識別情報を入力します。

たとえば、現在使用中のポリシー マップ L4SLBPOLICY の統計情報を消去する

には、次のように入力します。

host1/Admin# clear service-policy L4SLBPOLICY

（注） 冗長性を設定している場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、サービ

ス ポリシー統計情報を明示的に消去する必要があります。アクティブ モジュー

ル上の統計情報を消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い値のま

ま残ります。

HTTP 統計情報の消去

現在のコンテキストに含まれるすべての HTTP 統計情報を消去するには、EXEC 
モードで clear stats http コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のと

おりです。

clear stats http

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear stats http

（注） 冗長性を設定している場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、HTTP 
統計情報を明示的に消去する必要があります。アクティブ モジュール上の統計

情報を消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い値のまま残ります。
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次の作業
次の作業
実サーバのヘルス プローブを設定する場合は、第 4 章「ヘルス モニタリングの

設定」に進んでください。スティック性（接続の持続性）を設定する場合は、

第 5 章「スティッキ機能の設定」を参照してください。ファイアウォール負荷分

散を設定する場合は、第 6 章「ファイアウォール負荷分散の設定」を参照してく

ださい。
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C H A P T E R 4

ヘルス モニタリングの設定

この章では、プローブを送信することでサーバの状態を追跡するように ACE 上
でのヘルス モニタリングを設定する方法を説明します。この機能はアウトオブ

バンド ヘルス モニタリングともいいます。ACE はサーバ応答を検証したり、ク

ライアントがサーバに到達できなくなるネットワーク問題が発生していないかを

確認したりします。ACE はサーバ応答に基づいて、サーバをイン オブ サービス

またはアウト オブ サービスにしたり、信頼性の高いロード バランシング判断を

行ったりできます。

ヘルス モニタリングを使用すると、ハイ アベイラビリティ設定（冗長性）の

ゲートウェイまたはホストの障害を検出することもできます。詳細については、

『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してく

ださい。

ACE は、サーバのヘルスを次のカテゴリに分類して識別します。

 • passed - サーバは有効な応答を戻します。

 • failed - サーバは ACE に有効な応答を戻すことに失敗し、指定のリトライ回

数でサーバに到達できません。

ACE にヘルス モニタリングを設定すると、ACE はアクティブ プローブを定期

的に送信して、サーバ状態を判別します。ACE は ICMP、TCP、HTTP、その他

の定義済みヘルス プローブなど、4096 種類の一意なプローブ設定をサポートし

ます。ACE が同時に実行できる並行スクリプト プローブの数は 大で 200 で
す。ACE は 2048 個のソケットを同時に開くこともできます。

同じプローブを複数の実サーバまたはサーバ ファームに関連付けることができ

ます。同じプローブを再使用するたびに、ACE は別のプローブ インスタンスと

してカウントします。プローブ インスタンスを 大 16 K 割り当てることができ

ます。

この章の主な内容は、次のとおりです。

 • アクティブ ヘルス プローブの設定
4-1
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アクティブ ヘルス プローブの設定
 • KAL-AP の設定

 • プローブ情報の表示

 • プローブ統計情報の消去

 • 次の作業

アクティブ ヘルス プローブの設定
デフォルトでは、ACE にアクティブ ヘルス プローブは設定されていません。

ACE にヘルス プローブを設定すると、接続をアクティブに確立したり、トラ

フィックをサーバに明示的に送信したりできます。プローブはサーバのヘルス状

態が passed であるか、または failed であるかを、応答で判別します。

アクティブ プローブの設定プロセスは、次の 3 つのステップで構成されます。

1. ヘルス プローブに名前、タイプ、およびアトリビュートを設定します。

2. プローブに次のいずれか 1 つを関連付けます。

 • 実サーバ。

 • 実サーバおよびその実サーバに関連付けたサーバ ファーム。サーバ 
ファーム内の実サーバには、プローブを 1 つまたは複数関連付けること

ができます。

 • サーバ ファーム。サーバ ファーム内のすべてのサーバは、関連付けら

れたプローブ タイプのプローブを受信します。

3. 実サーバまたはサーバ ファームをアクティブにします。

プローブに実サーバまたはサーバ ファームを関連付けて、そのプローブを使用

できるようにする方法については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの

設定」を参照してください。

ゲートウェイまたはホストを追跡するように、1 つまたは複数のプローブを設定

することもできます。詳細については、『Cisco Application Control Engine 
Module Administration Guide』を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

 • アクティブ プローブの定義およびプローブ コンフィギュレーション モード

へのアクセス

 • 一般的なプローブ アトリビュートの設定

 • ICMP プローブの設定
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 • TCP プローブの設定

 • UDP プローブの設定

 • Echo プローブの設定

 • Finger プローブの設定

 • HTTP プローブの設定

 • HTTPS プローブの設定

 • FTP プローブの設定

 • Telnet プローブの設定

 • DNS プローブの設定

 • SMTP プローブの設定

 • IMAP プローブの設定

 • POP3 プローブの設定

 • SIP プローブの設定

 • RTSP プローブの設定

 • RADIUS プローブの設定

 • SNMP ベースのサーバ ロード プローブの設定

 • スクリプト プローブの設定

 • UDP プローブのロード バランシング設定例

アクティブ プローブの定義およびプローブ コンフィギュレー
ション モードへのアクセス

初めて設定するヘルス プローブの場合は、プローブのタイプおよび名前を定義

します。その後、CLI からプローブ コンフィギュレーション モードを開始し、

プローブ タイプのアトリビュートを設定します。

プローブを定義し、プローブ コンフィギュレーション モードにアクセスするに

は、コンフィギュレーション モードで probe コマンドを使用します。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

probe probe_type probe_name
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引数は次のとおりです。

 • probe_type - プローブからサーバに送信される内容を決定するプローブ タイ

プです。次のキーワードのいずれか 1 つを入力します。

 – icmp - Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御

メッセージ プロトコル）プローブ タイプを指定し、ICMP プローブ コ
ンフィギュレーション モードにアクセスします。設定の詳細について

は、「ICMP プローブの設定」を参照してください。

 – tcp - TCP プローブ タイプを指定し、TCP プローブ コンフィギュレー

ション モードにアクセスします。設定の詳細については、「TCP プロー

ブの設定」を参照してください。

 – udp - UDP プローブ タイプを指定し、UDP プローブ コンフィギュレー

ション モードにアクセスします。設定の詳細については、「UDP プロー

ブの設定」を参照してください。

 – echo {tcp | udp} - ECHO TCP または UDP プローブ タイプを指定し、

ECHO TCP または UDP プローブ コンフィギュレーション モードにア

クセスします。設定の詳細については、「Echo プローブの設定」を参照

してください。

 – finger - Finger プローブ タイプを指定し、Finger プローブ コンフィ

ギュレーション モードにアクセスします。設定の詳細については、

「Finger プローブの設定」を参照してください。

 – http - HTTP プローブ タイプを指定し、HTTP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスします。設定の詳細については、「HTTP 
プローブの設定」を参照してください。

 – https - SSL に対応する HTTPS プローブ タイプを指定し、HTTPS コン

フィギュレーション モードにアクセスします。設定の詳細については、

「HTTPS プローブの設定」を参照してください。

 – ftp FTP プローブ タイプを指定し、FTP プローブ コンフィギュレーショ

ン モードにアクセスします。設定の詳細については、「FTP プローブの

設定」を参照してください。

 – telnet - Telnet プローブ タイプを指定し、Telnet プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスします。設定の詳細については、「Telnet 
プローブの設定」を参照してください。

 – dns - DNS プローブ タイプを指定し、DNS コンフィギュレーション 
モードにアクセスします。設定の詳細については、「DNS プローブの設

定」を参照してください。
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 – smtp - Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロ

トコル）プローブ タイプを指定し、SMTP プローブ コンフィギュレー

ション モードにアクセスします。設定の詳細については、「SMTP プ
ローブの設定」を参照してください。

 – imap - Internet Message Access Protocol（IMAP）プローブ タイプを指

定し、IMAP プローブ コンフィギュレーション モードにアクセスしま

す。設定の詳細については、「IMAP プローブの設定」を参照してくだ

さい。

 – pop - POP プローブ タイプを指定し、POP プローブ コンフィギュレー

ション モードにアクセスします。設定の詳細については、「POP3 プ
ローブの設定」を参照してください。

 – sip {tcp | udp} - SIP TCP または UDP プローブ タイプを指定し、SIP 
TCP または UDP プローブ コンフィギュレーション モードにアクセス

します。設定の詳細については、「SIP プローブの設定」を参照してく

ださい。

 – rtsp - RTSP プローブ タイプを指定し、RTSP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスします。設定の詳細については、「RTSP 
プローブの設定」を参照してください。

 – radius - RADIUS プローブ タイプを指定し、RADIUS プローブ コン

フィギュレーション モードにアクセスします。設定の詳細については、

「RADIUS プローブの設定」を参照してください。

 – snmp - SNMP ベースのサーバ ロード プローブ タイプを指定し、SNMP 
ベースのサーバ ロード プローブ コンフィギュレーション モードにアク

セスします。設定の詳細については、「SNMP ベースのサーバ ロード プ
ローブの設定」を参照してください。

 – scripted - スクリプト プローブ タイプを指定し、スクリプト プローブ 
コンフィギュレーション モードにアクセスします。設定の詳細について

は、「スクリプト プローブの設定」を参照してください。スクリプトの

詳細については、付録 A「ACE での TCL スクリプトの使用」を参照し

てください。

 • probe_name - プローブに割り当てる名前です。プローブを実サーバまたは

サーバ ファームに関連付けるには、プローブ名を使用します。スペースを

含まず引用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、TCP プローブ PROBE1 を定義し、TCP プローブ コンフィギュレー

ション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe tcp PROBE1
4-5
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド         

OL-11867-01-J



  

第 4 章      ヘルス モニタリングの設定         

アクティブ ヘルス プローブの設定
host1/Admin(config-probe-tcp)#

TCP プローブ PROBE1 を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no probe tcp PROBE1

プローブ アトリビュートおよび対応するコマンドの中には、すべてのプローブ 
タイプに適用されるものがあります。これらのアトリビュートの設定の詳細につ

いては、「一般的なプローブ アトリビュートの設定」を参照してください。

一般的なプローブ アトリビュートの設定

プローブ コンフィギュレーション モードにアクセスしてプローブのアトリ

ビュートを設定する場合、ACE に用意されている一連のコマンドを使用すると、

すべてのプローブ タイプ（指定されているものを除く）にアトリビュートを設

定できます。次のトピックでは、プローブの一般的なアトリビュートの設定方法

について説明します。

 • プローブの説明の設定

 • 宛先 IP アドレスの設定

 • ポート番号の設定

 • プローブ間のインターバルの設定

 • 失敗したプローブのリトライ回数の設定

 • プローブに成功するための待機期間およびしきい値の設定

 • 接続をオープニングするための待機インターバルの設定

 • プローブ応答のタイムアウト期間の設定

プローブの説明の設定

プローブの説明を設定するには、description コマンドを使用します。このコマ

ンドは、すべてのプローブ タイプのコンフィギュレーション モードで使用でき

ます。このコマンドの構文は次のとおりです。

description text

text 引数はプローブの説明です。 大 240 文字の英数字を入力します。
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たとえば、説明として THIS PROBE IS FOR TCP SERVERS を設定するには、

次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# description THIS PROBE IS FOR TCP 
SERVERS

プローブの説明を削除するには、no description コマンドを使用します。たとえ

ば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no description

宛先 IP アドレスの設定

デフォルトでは、プローブは実サーバまたはサーバ ファームに設定された IP ア
ドレスを宛先 IP アドレスに使用します。プローブで使用される宛先アドレスを

設定するには、ip address コマンドを使用します。このコマンドは、スクリプト 
プローブを除くすべてのプローブタイプのコンフィギュレーション モードで使

用できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

ip address ip_address [routed] 

引数およびオプションは、次のとおりです。

 • ip_address - 宛先 IP アドレスです。ドット付き 10 進表記で一意の IPv4 ア
ドレスを入力します（例：192.8.12.15）。

 • routed - （任意）ACE が ACE 内部ルーティング テーブルに従ってルーティ

ングするように指定します。ハードウェア起動型の SSL プローブでは、こ

のオプションはサポートされません。

（注） HTTPS プローブの場合、非 ルーテッド モード（routed キーワード

の指定なし）はルーテッド モードと同じ動作を行います。

たとえば、IP アドレス 192.8.12.15 を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# ip address 192.8.12.15

実サーバまたはサーバ ファームに設定された IP アドレスを使用する、プローブ

のデフォルト動作にリセットするには、no ip address コマンドを使用します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no ip address
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ポート番号の設定

デフォルトでは、プローブはそのタイプに応じたポート番号を使用します。

表 4-1 に、各プローブ タイプのデフォルト ポート番号を示します。

プローブで使用されるポート番号を設定するには、port コマンドを使用します。

このコマンドは、ICMP プローブを除くすべてのプローブタイプのコンフィギュ

レーション モードで使用できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

port number

number 引数はポート番号です。1 ～ 65535 の数字を入力します。

たとえば、HTTP プローブのポート番号に 88 を設定するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-probe-http)# port 88

表 4-1 各プローブ タイプのデフォルト ポート番号 

プローブ タイプ デフォルト ポート番号

DNS 53
Echo 7
Finger 79
FTP 21 
HTTP 80
HTTPS 443
ICMP 適用されない

IMAP 143 
POP3 110 
RADIUS 1812 
RTSP 554

SIP（TCP および UDP の両方） 5060 
SMTP 25 
TCP 80
Telnet 23 
UDP 53
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ポート番号をデフォルト値にリセットするには、no port コマンドを使用しま

す。たとえば、HTTP プローブのポート番号 88 を削除し、この番号をデフォル

ト設定の 80 にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no port

プローブ間のインターバルの設定

プローブ間のインターバルは、ACE から passed とマークされたサーバにプロー

ブが送信される頻度を示します。プローブ間のインターバルを変更するには、

interval コマンドを使用します。このコマンドは、すべてのプローブ タイプの

コンフィギュレーション モードで使用できます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

interval seconds 

seconds 引数は秒単位で表したインターバルです。2 ～ 65535 の数字を入力しま

す。デフォルトのインターバルは 120 秒です。

TCP または UDP ベースのプローブのオープン タイムアウト値および受信タイム

アウト値はプローブの実行時間に影響を与えます。プローブ インターバルがこ

れらのタイムアウト値以下であり、サーバが応答するのに長い時間かかったり、

タイムアウト値以内に応答できなかった場合、プローブはスキップされます。プ

ローブがスキップされると、show probe detail コマンドにより、No. Probes 
skipped カウンタが増加します。

UDP プローブまたは UDP ベースのプローブの場合、インターバル値を 30 秒に

することを推奨します。この理由は、ACE データ プレーンの管理接続制限は 
100,000 であるからです。管理接続は、Telnet、SSH、SNMP、および他の管理

アプリケーションの場合と同様、すべてのプローブで使用します。TCP プロー

ブでは、プローブごとに 2 つの管理接続を使用します。さらに、ACE には、

UDP 接続のデフォルト タイムアウト値の 120 秒があります。これは、UDP プ
ローブが 2 分間中断しても、ACE は UDP 接続を削除しないことを意味します。

30 秒未満にインターバルを設定すると、管理接続限界を超えることなく実行す

るよう設定できる UDP プローブの数を制限し、プローブはスキップされます。

たとえば、インターバルを 50 秒に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# interval 50

インターバルをデフォルト設定の 120 にリセットするには、no interval コマン

ドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no interval
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失敗したプローブのリトライ回数の設定

プローブの連続失敗回数が特定の値に達すると、ACE はサーバに failed とマー

クします。デフォルトでは、3 回のプローブに連続して失敗すると、ACE は
サーバに failed とマークします。このプローブ失敗回数を設定するには、

faildetect コマンドを使用します。このコマンドは、すべてのプローブ タイプの

コンフィギュレーション モードで使用できます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

faildetect retry_count 

retry_count 引数は、サーバが failed とマークされるまでに、プローブが連続し

て失敗する回数です。1 ～ 65535 の数字を入力します。デフォルトの失敗回数は 
3 回です。

たとえば、サーバが failed と宣言されるまでのプローブの失敗回数を 5 に設定す

るには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# faildetect 5

プローブの失敗回数をデフォルト設定の 3 にリセットするには、no faildetect コ
マンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no faildetect

プローブに成功するための待機期間およびしきい値の設定

サーバに failed とマークした ACE は、一定期間待機してから、failed 状態の

サーバにプローブを送信します。ACE が成功プローブを特定の回数だけ連続し

て受信すると、サーバは passed とマークされます。デフォルトでは、ACE は 
300秒間待機したあとに、failed 状態のサーバにプローブを送信します。連続し

て 3 回成功応答を受信すると、サーバは passed とマークされます。

ACE が failed 状態のサーバにプローブを送信するまでのインターバル、および

サーバに passed とマークするために必要な連続成功プローブ数を設定するには、

passdetect コマンドを使用します。このコマンドは、すべてのプローブ タイプ

のコンフィギュレーション モードで使用できます。このコマンドの構文は次の

とおりです。

passdetect {interval seconds | count number} 

キーワードおよび引数は、次のとおりです。
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 • interval seconds - 待機インターバルを秒単位で指定します。2 ～ 65535 の
数字を入力します。デフォルト値は 300 です。

（注） 適な結果を得るためには、passdetect interval の値を 30 未満に設

定しないことを推奨します。passdetect interval の値を 30 未満に設

定すると、open timeout と receive timeout の値がそれぞれデフォ

ルト値である 10 秒に設定されます。これにより、プローブが重複し

て発生する可能性があり、その場合は実サーバがプローブに応答で

きず、管理リソースが不必要に消費され、No.Probes skipped カウン

タの値も増加します。

 • count number - サーバからの成功プローブ応答数を指定します。1 ～ 65535 
の数字を入力します。デフォルト値は 3 です。

（注） 受信タイムアウト値はプローブの実行時間に影響を与えます。プローブ イン

ターバルがこのタイムアウト値以下であり、サーバが応答するのに長時間かかっ

たり、タイムアウト値以内に応答できなかった場合、プローブはスキップされま

す。プローブがスキップされると、show probe detail コマンドにより、No. 
Probes skipped カウンタが増加します。

たとえば、待機インターバルを 10 秒に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# passdetect interval 10

たとえば、サーバが passed と宣言されるまでのサーバからの成功プローブ応答

数を 5 に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# passdetect count 5

待機インターバルをデフォルト設定にリセットするには、no passdetect 
interval コマンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no passdetect interval

成功プローブ応答数をデフォルト設定にリセットするには、no passdetect 
count コマンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no passdetect count
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接続をオープニングするための待機インターバルの設定

プローブを送信した ACE は、SYN を送信して接続をオープンしたあとに、

SYN-ACK を待機します。SYN-ACK を受信したら、ACK を送信して、サーバ

との接続を確立します。接続を確立するためのインターバルを設定するには、

open コマンドを使用します。このコマンドは Echo TCP、Finger、FTP、
HTTP、HTTPS、IMAP、POP、スクリプト、SIP 、SMTP、TCP、および 
Telnet プローブ コンフィギュレーション モードで使用できます（すべて TCP 
ベース プローブ）。このコマンドの構文は次のとおりです。

open timeout 

timeout 引数は、サーバとの接続をオープンするために待機する秒数です。1 ～ 
65535 の整数を入力します。デフォルトの待機時間は 10 秒です。

（注） TCP ベースのプローブのオープン タイムアウト値および受信タイムアウト値は

プローブの実行時間に影響を与えます。プローブ インターバルがこれらのタイ

ムアウト値以下であり、サーバが応答するのに長い時間かかったり、タイムアウ

ト値以内に応答できなかった場合、プローブはスキップされます。プローブがス

キップされると、show probe detail コマンドにより、No. Probes skipped カウ

ンタが増加します。

たとえば、待機インターバルを 25 秒に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# open 25 

待機インターバルをデフォルト設定の 10 秒にリセットするには、no open コマ

ンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no open

プローブ応答のタイムアウト期間の設定

デフォルトでは、プローブを送信した ACE は、10 秒以内に応答があると予測し

ます。たとえば、HTTP プローブの場合、タイムアウト期間は、GET または 
HEAD 要求に対する HTTP 応答の受信期間（秒数）です。サーバがプローブに

応答しなかった場合、ACE はそのサーバに failed とマークします。
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プローブに対するサーバ応答の受信期間を設定するには、receive コマンドを使

用します。このコマンドは、すべてのプローブ タイプのコンフィギュレーショ

ン モードで使用できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

receive timeout 

timeout 引数は、秒単位で表したタイムアウト期間です。1 ～ 65535 の数字を入

力します。デフォルトのタイムアウト期間は 10 秒です。

（注） TCP ベースのプローブのオープン タイムアウト値および受信タイムアウト値は

プローブの実行時間に影響を与えます。プローブ インターバルがこれらのタイ

ムアウト値以下であり、サーバが応答するのに長い時間かかったり、タイムアウ

ト値以内に応答できなかった場合、プローブはスキップされます。プローブがス

キップされると、show probe detail コマンドにより、No. Probes skipped カウ

ンタが増加します。

たとえば、応答のタイムアウト期間を 5 秒に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# receive 5

サーバからの応答の受信期間をデフォルト設定の 10 秒にリセットするには、no 
receive コマンドを使用します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-type)# no receive

ICMP プローブの設定 
ICMP プローブは ICMP エコー要求を送信し、応答を待機します。サーバが応答

を返すと、ACE はサーバに passed とマークします。サーバが応答を送信しない

ためにプローブがタイムアウトした場合、またはサーバが予期せぬ ICMP エ
コー応答タイプを送信した場合、ACE はプローブを failed とマークします。

ICMP プローブを作成し、ICMP プローブ コンフィギュレーション モードにア

クセスするには、コンフィギュレーション モードで probe icmp name コマンド

を使用します。

たとえば、ICMP プローブ PROBE3 を定義して、ICMP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe icmp PROBE3
host1/Admin(config-probe-icmp)#
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ICMP プローブを作成したあとに、「一般的なプローブ アトリビュートの設定」

に記載されたアトリビュートを設定できます。

TCP プローブの設定

TCP プローブは TCP の 3 方向ハンドシェイクを開始して、サーバから応答が送

信されるまで待機します。デフォルトでは、応答に 1 回成功すると、サーバは 
passed とマークされます。その後、プローブは FIN を送信して、セッションを

終了します。応答が無効な場合、または応答がない場合、サーバは failed とマー

クされます。

また、RST または特定のデータを送信するようにプローブを設定したり、特定

の応答を待機して、その応答を受信したらサーバに passed とマークするように

プローブを設定したりできます。特定のデータを送信して、サーバから特定の応

答を受信するように、プローブを設定することもできます。応答が無効な場合、

または応答がない場合、サーバは failed とマークされます。

TCP プローブを作成し、TCP プローブ コンフィギュレーション モードにアクセ

スするには、コンフィギュレーション モードで probe tcp name コマンドを使用

します。

たとえば、TCP プローブ PROBE1 を定義して、TCP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe tcp PROBE1
host1/Admin(config-probe-tcp)#

TCP プローブのアトリビュートを設定できます（次のトピックを参照）。

 • TCP 接続の終了の設定

 • サーバからの予測応答ストリングの設定

 • 接続時にプローブからサーバに送信されるデータの設定

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載されたアトリビュートを設定

することもできます。
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TCP 接続の終了の設定

TCP プローブが接続を確立し、その接続が 3 方向ハンドシェイク（SYN、

SYN-ACK、および ACK）を通して正常に確立されたものであれば、ACE が
サーバから FIN-ACK を受信すると、サーバは passed とマークされます。デ

フォルトでは、ACE はサーバに FIN を送信して、TCP 接続を通常どおりに終了

します。

（注） プローブにデフォルトの通常の接続終了（FIN）が設定されている場合に、ター

ゲット サーバが予測されるデータを送信しなければ、プローブはリセット

（RST）を使用してサーバとの TCP 接続を終了します。戻されたデータが予測さ

れるデータでないかぎり、プローブは引き続き RST を送信してサーバ接続を終

了します。サーバが再び正しいデータで応答した場合、プローブは FIN を使用

して接続を終了するようになります。

RST を送信して TCP 接続を終了するように ACE を設定するには、connection 
term コマンドを使用します。このコマンドは、TCPベースのコネクション型プ

ローブ（ECHO TCP、Finger、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP、RTSP、
SIP TCP、SMTP、TCP、および Telnet プローブ コンフィギュレーション モー

ド）で使用できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

connection term forced

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-tcp)# connection term forced 

終了方式をリセットして、接続を通常どおりに終了するよう設定するには、no 
connection term コマンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-tcp)# no connection term forced

サーバからの予測応答ストリングの設定

サーバから送信される正規表現（regex）応答ストリングを待機するように設定

されたプローブは、ストリングの応答を検索します。ACE が応答を検出した場

合、サーバは passed とマークされます。予測ストリングが設定されていない場

合、ACE はサーバ応答を無視します。
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（注） HTTP または HTTPS プローブの場合、expect regex コマンドが機能するために

は、サーバ応答に Content-Length ヘッダーが含まれている必要があります。含

まれていないと、プローブは regex を解析しません。

ACE がプローブ宛先サーバからの応答ストリングとして予測するストリングを

設定するには、expect regex コマンドを使用します。このコマンドは、Finger、
HTTP、HTTPS、SIP、TCP、および UDP プローブ コンフィギュレーション 
モードで使用できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

expect regex string [offset number]

引数およびオプションは、次のとおりです。

 • string - プローブ宛先から送信されると予測される正規表現の応答ストリン

グです。スペースを含まないテキスト ストリングを、引用符で囲まずに入

力します。ストリングにスペースが含まれている場合は、引用符で囲みま

す。 大 255 文字の英数字を入力できます。

 • offset number - （任意）ACEが定義された式の検出を開始する場所を、受

信メッセージまたはバッファ内の文字数で設定します。1 ～ 4000 の数字を

入力します。

たとえば、応答ストリング ack を待機するように ACE を設定するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config-probe-tcp)# expect regex ack

予測される応答ストリングを削除するには、no expect regex コマンドを使用し

ます。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no expect regex

接続時にプローブからサーバに送信されるデータの設定

ACE がサーバに接続した場合にプローブから送信される ASCII データを設定す

るには、send-data コマンドを使用します。このコマンドは Echo、Finger、
TCP、および UDP プローブ コンフィギュレーション モードで使用できます。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

send-data expression 
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expression 引数は、プローブから送信されるデータです。 大 255 文字のスペー

スを含む英数字を、引用符で囲まずに入力します。

（注） UDP プローブに send-data コマンドが設定されていない場合、このプローブは 
1 バイト（0x00）を送信します。

たとえば、データとして TEST を送信するようにプローブを設定するには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config-probe-tcp)# send-data test

データを削除するには、no send-data コマンドを使用します。たとえば、次の

ように入力します。

host1/Admin(config-probe-tcp)# no send-data

UDP プローブの設定 

（注） UDP プローブを設定する場合は、管理ベース ポリシーを設定する必要がありま

す。ポリシーの詳細については、『Cisco Application Control Engine Module 
Administration Guide』を参照してください。

デフォルトでは、UDP プローブはサーバに UDP パケットを送信します。サーバ

から ICMP Host Unreachable または ICMP Port Unreachable メッセージが返さ

れた場合にだけ、サーバは failed とマークされます。ACE が、送信された UDP 
要求に対応する ICMP エラーを受信しなかった場合、サーバは passed とマーク

されます。また、特定のデータを送信するようにこのプローブを設定したり、特

定の応答を待機して、その応答を受信したらサーバに passed とマークするよう

にプローブを設定したりできます。

実サーバが ACE に直接接続されておらず（たとえば、ゲートウェイ経由で接

続）、サーバの IP インターフェイスがダウンしているか、切断されている場合、

UDP プローブは UDP アプリケーションに到達できないことを自動的に認識しま

せん。実サーバが ACE に直接接続されていて、サーバの IP インターフェイスが

ダウンしている場合、UDP プローブは失敗します。

UDP プローブを作成し、UDP プローブ コンフィギュレーション モードにアク

セスするには、probe udp name コマンドを使用します。
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たとえば、UDP プローブ PROBE2 を定義して、UDP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe udp PROBE2
host1/Admin(config-probe-udp)#

UDP プローブには次のアトリビュートを設定できます。

 • ACE がプローブ宛先サーバからの応答として予測するストリングを設定す

るには、expect regex コマンドを使用します。このコマンドの詳細について

は、「サーバからの予測応答ストリングの設定」を参照してください。

 • 接続時に送信されるデータを UDP プローブに設定するには、send-data 
expression コマンドを使用します。このコマンドの詳細については、「接続

時にプローブからサーバに送信されるデータの設定」を参照してください。

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載されたアトリビュートを設定

することもできます。

Echo プローブの設定

Echo プローブはサーバに指定のストリングを送信し、応答と元のストリングを

比較します。エコーするストリングを設定する必要があります。応答ストリング

と元のストリングが一致する場合、サーバは passed とマークされます。ストリ

ングを設定しない場合、プローブは TCP または UDP プローブと同様に動作しま

す（「TCP プローブの設定」または「UDP プローブの設定」を参照）。

Echo プローブを作成し、Echo プローブ コンフィギュレーション モードにアク

セスするには、probe echo コマンドを使用します。このコマンドの構文は次の

とおりです。

probe echo {tcp | udp} name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • name - プローブの ID です。 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入

力します。

 • tcp - TCP 接続に対応するようにプローブを設定します。

 • udp - UDP 接続に対応するようにプローブを設定します。

たとえば、TCP Echo プローブ PROBE を定義して、TCP Echo プローブ コン

フィギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe echo tcp PROBE
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host1/Admin(config-probe-echo-tcp)#

たとえば、UDP Echo プローブ PROBE17 を定義して、UDP Echo プローブ コン

フィギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe echo udp PROBE17
host1/Admin(config-probe-echo-udp)#

Echo TCP および Echo UDP プローブの場合は、「一般的なプローブ アトリ

ビュートの設定」に記載されたアトリビュートを設定できます。

Echo TCP プローブ（tcp キーワードを使用して設定）の場合は、「TCP プロー

ブの設定」に記載されたアトリビュートも設定できます。

Echo UDP プローブ（udp キーワードを使用して設定）の場合は、「UDP プロー

ブの設定」に記載されたアトリビュートも設定できます。

Finger プローブの設定

Finger プローブは、予測される応答ストリングを求める Finger クエリーをサー

バに実行します。ACE は応答内で、設定されたストリングを検索します。ACE 
が予測される応答ストリングを検出すると、サーバは passed とマークされます。

予測される応答ストリングが設定されていない場合、ACE はサーバ応答を無視

します。

Finger プローブを作成し、Finger プローブ コンフィギュレーション モードにア

クセスするには、probe finger コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

probe finger name

name 引数はプローブの ID です。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力

します（ 大 64 文字）。

たとえば、Finger プローブ PROBE8 を定義して、Finger プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe finger PROBE8
host1/Admin(config-probe-finger)#

Finger プローブのアトリビュートを設定する方法については、「一般的なプロー

ブ アトリビュートの設定」および「TCP プローブの設定」を参照してください。
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HTTP プローブの設定

HTTP プローブは TCP 接続を確立し、予測ストリングおよびステータス コード

を求める HTTP 要求をサーバに発行します。ACE は受信した応答と設定済み

コードを比較し、受信した HTTP ページに設定済みコードが含まれているか検

索したり、HTTP ページのハッシュを検証したりできます。これらのチェック処

理のいずれかに失敗した場合、サーバは failed とマークされます。 

たとえば、予測ストリングおよびステータス コードが設定されている場合に、

ACE がサーバ応答内に両方を検出すると、サーバは passed とマークされます。

ただし、ACE がサーバ応答ストリングと予測されるステータス コードのいずれ

かを受信しない場合、サーバは failed とマークされます。

（注） 予測されるステータス コードが設定されていない場合は、サーバからのすべて

の応答は failed とマークされます。 
 

expect regex コマンドまたは hash コマンドが機能するためには、サーバ応答に 
Content-Length ヘッダーが含まれている必要があります。含まれていないと、

プローブは regex やハッシュ値を解析しません。

HTTP プローブを作成し、HTTP プローブ コンフィギュレーション モードにア

クセスするには、probe http name コマンドを使用します。たとえば、HTTP プ
ローブ PROBE4 を定義して、HTTP プローブ コンフィギュレーション モードに

アクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe http PROBE4
host1/Admin(config-probe-http)#

HTTP プローブのアトリビュートを設定する方法については、次のトピックを参

照してください。

 • プローブの認定証の設定

 • HTTP プローブのヘッダー フィールドの設定

 • プローブの HTTP 方式の設定

 • 宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

 • MD5 ハッシュ値の設定
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HTTP プローブを作成したあとに、「一般的なプローブ アトリビュートの設定」

に記載された一般的なプローブ アトリビュートを設定できます。予測される応

答ストリングを含めて、「TCP プローブの設定」に記載された TCP プローブ ア
トリビュートを設定することもできます。

プローブの認定証の設定

プローブの認定証は、サーバで認証に使用されるユーザ名およびパスワードで

す。プローブの認定証を設定するには、credentials コマンドを使用します。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

credentials username [password] 

引数は次のとおりです。

 • username - 認証に使用されるユーザ ID です。 大 64 文字の英数字を、引

用符で囲まずに入力します。

 • password - （任意）認証に使用されるパスワードです。 大 64 文字の英数

字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、ユーザ名 ENG1 およびパスワード TEST を設定するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# credentials ENG1 TEST 

プローブの認定証を削除するには、no credentials コマンドを使用します。たと

えば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no credentials

HTTP プローブのヘッダー フィールドの設定

HTTP プローブに 1 つまたは複数の HTTP ヘッダー フィールドを設定するには、

header コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

header field_name header-value value

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • field_name - 標準ヘッダー フィールドの ID です。 大 64 文字の英数字を入

力します。ヘッダー フィールドにスペースが含まれている場合は、ストリ

ングを引用符で囲みます。次のいずれかのヘッダー キーワードを入力する

こともできます。
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 – Accept - Accept 要求ヘッダー

 – Accept-Charset - Accept-Charset 要求ヘッダー

 – Accept-Encoding - Accept-Encoding 要求ヘッダー

 – Accept-Language - Accept-Language 要求ヘッダー

 – Authorization - Authorization 要求ヘッダー

 – Cache-Control - Cache-Control 汎用ヘッダー

 – Connection - Connection 汎用ヘッダー

 – Content-MD5 - Content-MD5 エンティティ ヘッダー

 – Expect - Expect 要求ヘッダー

 – From - From 要求ヘッダー

 – Host - Host 要求ヘッダー

 – If-Match - If-Match 要求ヘッダー

 – Pragma - Pragma 汎用ヘッダー

 – Referer - Referer 要求ヘッダー

 – Transfer-Encoding - Transfer-Encoding 汎用ヘッダー

 – User-Agent - User-Agent 要求ヘッダー

 – Via - Via 汎用ヘッダー

 • header-value field_value - ヘッダー フィールドに割り当てられる値を指定

します。 大 255 文字の英数字を入力します。値を示すストリングにスペー

スが含まれている場合は、ストリングを引用符で囲みます。

たとえば、Accept-Encoding HTTP ヘッダーのフィールド値を IDENTITY に設

定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# header Accept-Encoding header-value 
IDENTITY

プローブのヘッダー設定を削除するには、header コマンドの no 形式を使用しま

す。たとえば、ヘッダーの Accept-Encoding フィールド名を削除するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no header Accept-Encoding
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プローブの HTTP 方式の設定

デフォルトでは、HTTP 要求方式は GET で、その URL は「/」です。URL を設

定しない場合、プローブは TCP プローブとして機能します。

プローブで使用される HTTP 方式および URL を設定するには、request method 
コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

request method {get | head} url path

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • get | head - HTTP 要求方式を設定します。キーワードは次のとおりです。

 – get - HTTP GET 要求方式。ページを取得するようにサーバに指示しま

す。これがデフォルトの方式です。

 – head - HTTP HEAD 要求方式。ページのヘッダーだけを取得するよう

にサーバに指示します。

 • url path - URL パスを指定します。path 引数は 大 255文字の英数字です。

デフォルトのパスは「/」です。

たとえば、HTTP プローブで使用する方式として HEAD HTTP 方式、URL とし

て /digital/media/graphics.html URL を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# request method head url 
/digital/media/graphics.html 

プローブの HTTP 要求を GET にリセットするには、no request method コマン

ドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no request method head url 
/digital/media/graphics.html 

宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

サーバから応答を受信した ACE は、ステータス コードを待機します。このス

テータス コードを受信すると、サーバは passed とマークされます。デフォルト

では、ACE にステータス コードは設定されていません。ステータス コードが設

定されていない場合は、サーバからのすべての応答コードは failed とマークされ

ます。

ACE がプローブ宛先から送信されると予測する単一のステータス コード、また

は単一のコード応答範囲を設定するには、expect status コマンドを使用します。

このコマンドで複数のステータス コード範囲を指定するには、各範囲を個別に

指定したコマンドを入力します。このコマンドの構文は次のとおりです。
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expect status min_number max_number

引数およびオプションは次のとおりです。

 • min_number - 単一のステータス コードまたはステータス コード範囲の下限

を示します。0 ～ 999 の整数を入力します。

 • max_number - 単一のステータス コード範囲の上限です。0 ～ 999 の整数を

入力します。単一のコードを設定する場合は、min_number で入力したもの

と同じ値を入力します。

たとえば、予測ステータス コードに、HTTP 要求に成功したことを示す値 200 
を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# expect status 200 200

予測されるステータス コード範囲に 200 ～ 210 を設定するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-http)# expect status 200 210

予測されるステータス コード範囲を、200 ～ 202 と 204 ～ 205 のように複数設

定する場合は、各範囲を個別に設定する必要があります。たとえば、次のように

入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# expect status 200 202
host1/Admin(config-probe-http)# expect status 204 205

単一の予測ステータス コードを削除するには、no expect status コマンドを使用

します。たとえば、予測ステータス コード 200 を削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no expect status 200 200 

予測される特定のステータス コード範囲を削除するには、no expect status コマ

ンドを使用するときに、この範囲を入力します。たとえば、範囲 200 ～ 210 か
ら範囲 200 ～ 202 を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no expect status 200 202

予測されるステータス コード範囲を複数削除するには、各範囲を個別に削除す

る必要があります。たとえば、2 つの異なる範囲（200 ～ 202 および 204 ～ 
205）が設定されている場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no expect status 200 202
host1/Admin(config-probe-http)# no expect status 204 205
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MD5 ハッシュ値の設定 
デフォルトでは、ACE に MD5 ハッシュ値は設定されていません。ハッシュ値

を動的に生成するように、またはハッシュ値を手動で設定するように、ACE を
設定するには、hash コマンドを使用します。このコマンドを使用してハッシュ

値が設定されていない場合、ACE はプローブから戻される HTTP データに関す

るハッシュ値を計算しません。このコマンドの構文は次のとおりです。

hash [value]

引数を指定しないでこのコマンドを入力した場合、ACE は 初の成功プローブ

によって返された HTTP データに関するハッシュを生成します。後続の HTTP 
サーバ ハッシュ応答が、生成されたハッシュ値と一致した場合、ACE はサーバ

を passed とマークします。

HTTP データが変更されたためにハッシュ値が一致しなかった場合、プローブは

失敗します。show probe ... detail コマンドを実行すると、[Last disconnect err] 
フィールドに MD5 不一致エラーが表示されます。参照ハッシュをクリアし、次

の成功プローブのハッシュ値を ACE に再計算させるには、request method コマ

ンドを使用して、URL または方式を変更します。詳細については、「プローブの 
HTTP 方式の設定」を参照してください。

オプションの value 引数は、手動で設定する MD5 ハッシュ値です。MD5 値は、

正確に 32文字（16 バイト）の 16 進数ストリングとして入力します。

（注） hash コマンドが機能するためには、サーバ応答に Content-Length ヘッダーが含

まれている必要があります。このヘッダーが含まれていない場合、プローブは

ハッシュ値を解析しようとしません。 
 

HEAD 方式を使用してプローブに hash を設定できますが、ハッシュするデータ

は存在せず、プローブが常に成功するとはかぎりません。

たとえば、 初の成功プローブによって返された HTTP データに関するハッ

シュを生成するように ACE を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# hash

ハッシュ値を手動で設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# hash 0123456789abcdef0123456789abcdef

参照されたハッシュ値と計算されたハッシュ値を比較しないように ACE を設定

するには、次のように入力します。
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host1/Admin(config-probe-http)# no hash

手動で設定されたハッシュ値を使用しないように ACE を設定するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config-probe-http)# no hash 
0123456789abcdef0123456789abcdef

HTTPS プローブの設定

HTTPS プローブは、SSL を使用して暗号化データを生成する点を除いて、

HTTP プローブと類似しています。HTTPS プローブはハードウェア支援です。

これにより、ACE はコントロール プレーンではなくデータ プレーンからプロー

ブを送信できます。この機能により、ACE はルーティング テーブル（実サーバ

の IP アドレスをバイパスする）を使用して、ip address コマンドで routed オプ

ションを指定しているかどうかに関係なく、HTTPS プローブを宛先に転送しま

す。ip address コマンドの詳細については、「宛先 IP アドレスの設定」を参照し

てください。また、ACL を不適切に適用すると、ACL は HTTPS プローブに影

響を与えることがあります。ACL の詳細については、『Cisco Application 
Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください。

（注） expect regex または hash コマンドが機能するためには、サーバ応答に 
Content-Length ヘッダーが含まれている必要があります。含まれていないと、

プローブは regex やハッシュ値を解析しません。

HTTPS プローブを作成し、HTTPS プローブ コンフィギュレーション モードに

アクセスするには、probe https コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

probe https name

name 引数には、HTTPS プローブの ID を入力します。この ID には、スペース

を含まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、HTTPS プローブ PROBE5 を定義して、HTTPS プローブ コンフィ

ギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe https PROBE5
host1/Admin(config-probe-https)#
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HTTPS プローブのアトリビュートを設定する方法については、次の項を参照し

てください。

 • HTTPS プローブの暗号スイートの設定

 • サポートされている SSL または TLS バージョンの設定

HTTPS プローブを作成したあとに、「一般的なプローブ アトリビュートの設定」

に記載された一般的なプローブ アトリビュートを設定できます。「HTTP プロー

ブの設定」に記載された HTTP プローブ アトリビュートを設定することもでき

ます。

HTTPS プローブの暗号スイートの設定

デフォルトでは、HTTPS プローブは RSA で設定された暗号スイートをすべて

受け入れます。バックエンド サーバから送信された特定タイプの RSA 暗号ス

イートを待機するようにプローブを設定するには、ssl cipher コマンドを使用し

ます。このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl cipher RSA_ANY | cipher_suite

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • RSA_ANY - ACE で許可されているすべての RSA 暗号スイートがサーバで

許可されるように指定します。これは、デフォルト設定です。

 • cipher_suite - プローブがバックエンド サーバから送信されると予測する 
RSA 暗号スイートです。次のキーワードのいずれか 1 つを入力します。

 – RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA

 – RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5

 – RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA

 – RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA

 – RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5

 – RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

 – RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

 – RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

 – RSA_WITH_DES_CBC_SHA

 – RSA_WITH_RC4_128_MD5
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 – RSA_WITH_RC4_128_SHA

たとえば、HTTPS プローブに RSA_WITH_RC4_128_SHA 暗号スイートを設定

するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-https)# ssl cipher RSA_WITH_RC4_128_SHA

HTTPS プローブのデフォルトの動作をリセットして、任意の RSA 暗号スイー

トを受け入れるように設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-https)# no ssl cipher

サポートされている SSL または TLS バージョンの設定

サーバに送信される ClientHello メッセージのバージョンは、サポートされてい

る 新バージョンを示します。デフォルトでは、プローブは すべてを SSL バー

ジョンとしてサポートします。プローブがサポートする SSL のバージョンを設

定するには、プローブ HTTPS コンフィギュレーション モードで ssl version コ
マンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl version all | SSLv3 | TLSv1

キーワードは次のとおりです。

 • all - （デフォルト）すべての SSL バージョンを指定します。

 • SSLv3 - SSL バージョン 3 を指定します。

 • TLSv1 - TLS バージョン 1 を指定します。

たとえば、すべての SSL バージョンを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-https)# ssl version all

デフォルト設定にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-https)# no ssl version

FTP プローブの設定

FTP プローブはサーバとの TCP 接続を確立します。ACE がサーバから service 
ready メッセージを受信すると、ACE は次のアクションを実行します。

 • プローブが通常の終了に対応するよう設定されている場合、quit コマンドを

発行します。
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 • 接続をリセットして強制終了します。

FTP プローブを作成し、FTP プローブ コンフィギュレーション モードにアクセ

スするには、probe ftp コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

probe ftp name

name 引数には、FTP プローブの ID を入力します。この ID には、スペースを含

まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、FTP プローブ PROBE8 を定義して、FTP プローブ コンフィギュレー

ション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe ftp PROBE8
host1/Admin(config-probe-ftp)#

「宛先サーバから送信されるステータス コードの設定」 には、プローブのステー

タス コードの設定方法が記載されています。

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」および「TCP プローブの設定」に記

載されたアトリビュートを設定することもできます。

宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

サーバから応答を受信した ACE は、ステータス コードを待機します。このス

テータス コードを受信すると、サーバは passed とマークされます。デフォルト

では、ACE にステータス コードは設定されていません。ステータス コードが設

定されていない場合は、サーバからのすべての応答コードは failed とマークされ

ます。

ACE がプローブ宛先から送信されると予測する単一のステータス コード、また

は単一のコード応答範囲を設定するには、expect status コマンドを使用します。

このコマンドで複数のステータス コード範囲を指定するには、各範囲を個別に

指定したコマンドを入力します。このコマンドの構文は次のとおりです。

expect status min_number max_number 

引数は次のとおりです。

 • min_number - 単一のステータス コードまたはステータス コード範囲の下限

を示します。0 ～ 999 の整数を入力します。
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 • max_number - 単一のステータス コード範囲の上限です。0 ～ 999 の整数を

入力します。単一のコードを設定する場合は、min_number で入力したもの

と同じ値を入力します。

たとえば、予測ステータス コードに、要求に成功したことを示す値 200 を設定

するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-ftp)# expect status 200 200

予測されるステータス コード範囲に 200 ～ 201 を設定するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-ftp)# expect status 200 201

予測されるステータス コード範囲を、200 ～ 201 と 230 ～ 250 のように複数設

定する場合は、各範囲を個別に設定する必要があります。たとえば、次のように

入力します。

host1/Admin(config-probe-ftp)# expect status 200 201
host1/Admin(config-probe-ftp)# expect status 230 250

単一の予測ステータス コードを削除するには、no expect status コマンドを使用

します。たとえば、予測ステータス コード 200 を削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-ftp)# no expect status 200 200

予測される特定のステータス コード範囲を削除するには、no expect status コマ

ンドを使用するときに、この範囲を入力します。たとえば、範囲 200 ～ 201 を
削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-ftp)# no expect status 200 201

予測されるステータス コード範囲を複数削除するには、各範囲を個別に削除す

る必要があります。たとえば、2 つの異なる範囲（200 ～ 201 および 230 ～ 
250）が設定されている場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-ftp)# no expect status 200 201
host1/Admin(config-probe-ftp)# no expect status 230 250
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Telnet プローブの設定 
Telnet プローブはサーバとの接続を確立し、アプリケーションからのグリーティ

ングが受信されたか確認します。Telnet プローブを作成し、Telnet プローブ コ
ンフィギュレーション モードにアクセスするには、probe telnet コマンドを使用

します。このコマンドの構文は次のとおりです。

probe telnet name

name 引数には、Telnet プローブの ID を入力します。この ID には、スペースを

含まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、Telnet プローブ PROBE6 を定義して、Telnet プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe telnet PROBE6
host1/Admin(config-probe-telnet)#

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」および「TCP プローブの設定」に記

載されたアトリビュートを設定することもできます。

DNS プローブの設定 
DNS プローブは DNS サーバに要求を送信し、設定されたドメインを指定します

（デフォルトのドメインは www.cisco.com）。サーバが起動しているかどうかを

判別するために、ACE はこのドメインに設定された IP アドレスを 1 つ受信する

必要があります。DNS プローブを作成し、DNS プローブ コンフィギュレーショ

ン モードにアクセスするには、probe dns コマンドを使用します。このコマンド

の構文は次のとおりです。

probe dns name

name 引数には、DNS プローブの ID を入力します。この ID には、スペースを

含まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、DNS プローブ PROBE7 を定義して、DNS プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe dns PROBE7
host1/Admin(config-probe-dns)#

DNS プローブのアトリビュートを設定する方法については、次のトピックを参

照してください。
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 • ドメイン名の設定

 • 予測 IP アドレスの設定

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載されたアトリビュートを設定

することもできます。

ドメイン名の設定

DNS プローブは DNS サーバのドメイン名を送信して、解決します。デフォルト

では、プローブは www.cisco.com ドメインを使用します。プローブがサーバに

送信するドメイン名を設定するには、domain コマンドを使用します。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

domain name

name 引数は、プローブから DNS サーバに送信されるドメインです。 大 255 
文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、support.cisco.com というドメイン名を設定するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-dns)# domain support.cisco.com

ドメインを www.cisco.com にリセットするには、no domain コマンドを使用し

ます。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-dns)# no domain

予測 IP アドレスの設定

サーバにドメイン名解決要求を送信した DNS プローブは、受信した IP アドレス

と設定済みアドレスを照合して、返された IP アドレスを検証します。ACE が 
DNS 要求に対するサーバ応答として予測する IP アドレスを設定するには、

expect address コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

expect address ip_address 

ip_address 引数は、返されると予測される IP アドレスです。ドット付き 10 進表

記で一意の IPv4 アドレスを入力します（例：192.8.12.15）。

このコマンドで複数の IP アドレスを指定するには、各アドレスを個別に指定し

たコマンドを入力します。たとえば、予測 IP アドレス 192.8.12.15 および 
192.8.12.23 を設定するには、次のように入力します。
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host1/Admin(config-probe-dns)# expect address 192.8.12.15
host1/Admin(config-probe-dns)# expect address 192.8.12.23

IP アドレスを削除するには、no expect address コマンドを入力します。たとえ

ば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-dns)# no expect address 192.8.12.15

SMTP プローブの設定

SMTP プローブはサーバにログインして SMTP セッションを開始し、HELLO 
メッセージを送信してから、サーバとの接続を切断します。SMTP プローブを

作成し、SMTP プローブ コンフィギュレーション モードにアクセスするには、

probe smtp コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

probe smtp name

name 引数には、SMTP プローブの ID を入力します。この ID には、スペースを

含まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、SMTP プローブ PROBE10 を定義して、SMTP プローブ コンフィ

ギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe smtp PROBE10
host1/Admin(config-probe-smtp)#

SMTP プローブを作成したあとに、「宛先サーバから送信されるステータス コー

ドの設定」に記載されたステータス コードを設定できます。

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載されたアトリビュートや、

「TCP 接続の終了の設定」に記載された接続終了も設定できます。

宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

サーバから応答を受信した ACE は、ステータス コードを待機します。このス

テータス コードを受信すると、サーバは passed とマークされます。デフォルト

では、ACE にステータス コードは設定されていません。ステータス コードが設

定されていない場合は、サーバからのすべての応答コードは failed とマークされ

ます。
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ACE がプローブ宛先から送信されると予測する単一のステータス コード、また

は単一のコード応答範囲を設定するには、expect status コマンドを使用します。

このコマンドで複数のステータス コード範囲を指定するには、各範囲を個別に

指定したコマンドを入力します。このコマンドの構文は次のとおりです。

expect status min_number max_number 

引数は次のとおりです。

 • min_number - 単一のステータス コードまたはステータス コード範囲の下限

を示します。0 ～ 999 の整数を入力します。

 • max_number - 単一のステータス コード範囲の上限です。0 ～ 999 の整数を

入力します。単一のコードを設定する場合は、min_number で入力したもの

と同じ値を入力します。

たとえば、単一の予測ステータス コード 211 を設定するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-probe-smtp)# expect status 211 211

予測されるステータス コード範囲に 211 ～ 250 を設定するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-smtp)# expect status 211 250

予測されるステータス コード範囲を、211 ～ 250 と 252 ～ 254 のように複数設

定する場合は、各範囲を個別に設定する必要があります。

host1/Admin(config-probe-smtp)# expect status 211 250
host1/Admin(config-probe-smtp)# expect status 252 254

単一の予測ステータス コードを削除するには、no expect status コマンドを使用

します。たとえば、予測ステータス コード 211 を削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-smtp)# no expect status 211 211

予測される特定のステータス コード範囲を削除するには、no expect status コマ

ンドを使用するときに、この範囲を入力します。たとえば、範囲 211 ～ 250 を
削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-smtp)# no expect status 211 250

予測されるステータス コード範囲を複数削除するには、各範囲を個別に削除す

る必要があります。たとえば、2 つの異なる範囲（211 ～ 250 および 252 ～ 
254）が設定されている場合は、次のように入力します。
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host1/Admin(config-probe-smtp)# no expect status 211 250
host1/Admin(config-probe-smtp)# no expect status 252 254

IMAP プローブの設定

IMAP プローブはサーバ接続を確立し、ユーザ認定証（ログイン、パスワード、

およびメールボックス）情報を送信します。ACE は設定済みコマンドを送信で

きます。ACE はサーバ応答に基づいて、プローブに passed または failed とマー

クします。

IMAP プローブを作成し、IMAP プローブ コンフィギュレーション モードにア

クセスするには、probe imap コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

probe imap name

name 引数には、IMAP プローブの ID を入力します。この ID には、スペースを

含まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、IMAP プローブ PROBE11 を定義して、IMAP プローブ コンフィ

ギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe imap PROBE11
host1/Admin(config-probe-imap)#

IMAP プローブのアトリビュートを設定できます（次のトピックを参照）。

 • ユーザ名認定証の設定

 • メールボックスの設定

 • プローブの要求コマンドの設定

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載された一般的なアトリビュー

トや、「TCP 接続の終了の設定」に記載された接続終了も設定できます。

ユーザ名認定証の設定

IMAP プローブの認定証は、サーバで認証に使用されるユーザ名およびパスワー

ドです。プローブの認定証を設定するには、credentials username コマンドを使

用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

credentials username password
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引数は次のとおりです。

 • username - 認証に使用されるユーザ ID です。 大 64 文字の英数字を、引

用符で囲まずに入力します。

 • password - 認証に使用されるパスワードです。 大 64 文字の英数字を、引

用符で囲まずに入力します。

たとえば、ユーザ名 ENG1 およびパスワード TEST を設定するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-probe-imap)# credentials ENG1 TEST 

プローブのユーザ名認定証を削除するには、no credentials username コマンド

を使用します。たとえば、ユーザ名 ENG1 を削除するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-probe-imap)# no credentials ENG1

メールボックスの設定

プローブが E メールを取得するメールボックス名を設定するには、credentials 
mailbox コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

credentials mailbox name

（注） メールボックスを設定する前に、credentials コマンドを使用して IMAP プロー

ブの認定証を設定する必要があります。認定証を設定しておかないと、指定した

ユーザのメールボックスが ACE では無視されます。「ユーザ名認定証の設定」

を参照してください。

mailbox name キーワードおよび引数は、IMAP プローブの E メール取得元の

ユーザ メールボックス名を指定します。 大 64 文字の英数字を、引用符で囲ま

ずに入力します。

たとえば、メールボックス LETTERS を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-imap)# credentials mailbox LETTERS

プローブのメールボックスを削除するには、no credentials mailbox コマンドを

使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-imap)# no credentials mailbox
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プローブの要求コマンドの設定

IMAP プローブで使用されるコマンドを設定するには、request command コマ

ンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

request command command

（注） IMAP プローブで使用する要求コマンドを設定する前に、credentials mailbox 
コマンドを使用してメールボックスの名前を設定する必要があります。この名前

を設定しておかないと、指定した要求コマンドが ACE では無視されます。

「メールボックスの設定」を参照してください。

command 引数は、プローブに対する要求コマンドです。 大 32 文字の英数字

を、スペースを含めないで入力します。

たとえば、IMAP プローブに対して直前の要求コマンドを設定するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config-probe-imap)# request command last

プローブの要求コマンドを削除するには、no request コマンドを使用します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-imap)# no request 

POP3 プローブの設定

セッションを開始し、設定された認定証を送信するよう POP3 プローブを設定し

ます。ACE は設定済みコマンドを送信することもできます。ACE はサーバ応答

に基づいて、プローブに passed または failed とマークします。

POP プローブを作成し、POP プローブ コンフィギュレーション モードにアクセ

スするには、probe pop コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

probe pop name

name 引数には、POP プローブの ID を入力します。この ID には、スペースを含

まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、POP プローブ PROBE12 を定義して、POP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。
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host1/Admin(config)# probe pop PROBE12
host1/Admin(config-probe-pop)#

POP プローブのアトリビュートを設定する方法については、次のトピックを参

照してください。

 • プローブの認定証の設定

 • プローブの要求コマンドの設定

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載された一般的なアトリビュー

トや、「TCP 接続の終了の設定」に記載された接続終了も設定できます。

プローブの認定証の設定

プローブの認定証は、サーバで認証に使用されるユーザ名およびパスワードで

す。プローブの認定証を設定するには、credentials コマンドを使用します。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

credentials username [password] 

引数は次のとおりです。

 • username - 認証に使用されるユーザ ID です。 大 64 文字の英数字を、引

用符で囲まずに入力します。

 • password - （任意）認証に使用されるパスワードです。 大 64 文字の英数

字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、ユーザ名 ENG1 およびパスワード TEST を設定するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-probe-pop)# credentials ENG1 TEST 

プローブの認定証を削除するには、no credentials コマンドを使用します。たと

えば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-pop)# no credentials

プローブの要求コマンドの設定

POP プローブで使用される要求方式を設定するには、request command コマン

ドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

request command command
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command 引数は、プローブに対する要求方式コマンドです。 大 32 文字の英数

字を、スペースを含めないで入力します。

たとえば、POP プローブに対して直前の要求コマンドを設定するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config-probe-pop)# request method last

プローブの要求コマンドを削除するには、no request コマンドを使用します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-pop)# no request 

SIP プローブの設定

SIP プローブを使用して TCP または UDP 接続を確立し、OPTIONS 要求パケッ

トをサーバのユーザ エージェントに送信できます。ACE は応答と、設定された

応答コード、予測ストリング、または両方を比較してプローブが成功したかを判

別します。

たとえば、予測ストリングおよびステータス コードが設定されている場合に、

ACE が応答内に両方を検出すると、サーバは passed とマークされます。ただ

し、ACE がサーバ応答ストリングと予測されるステータス コードのいずれかを

受信しない場合、サーバは failed とマークされます。

（注） 予測されるステータス コードが設定されていない場合は、サーバからのすべて

の応答は failed とマークされます。

SIP プローブを作成し、SIP プローブ コンフィギュレーション モードにアクセス

するには、probe sip {tcp | udp} name コマンドを使用します。このコマンドの

構文は次のとおりです。

probe sip {tcp | udp} name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • tcp - TCP 接続に対応するプローブを作成します。

 • udp - UDP 接続に対応するプローブを作成します。

 • name - プローブの ID です。 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入

力します。
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たとえば、TCP probe13 を使用して SIP プローブを定義し、SIP プローブ コン

フィギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe sip tcp probe13
host1/Admin(config-probe-sip-tcp)#

UDP probe14 を使用して SIP プローブを定義し、SIP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin# probe sip udp probe14
host1/Admin(config-probe-sip-udp)#

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載された も一般的なプローブ 
アトリビュートを設定することもできます。プローブで使用する接続に応じて、

次のようにアトリビュートを設定します。

 • tcp キーワードで指定した TCP 接続を使用する場合、「TCP プローブの設

定」の TCP アトリビュートを設定できます。

 • udp キーワードで指定した UDP 接続を使用する場合、「UDP プローブの設

定」の UDP アトリビュートを設定できます。

（注） UDP プローブの send data オプションは、SIP UDP プローブには適

用できません。

追加のコマンドを使用して、SIP プローブのアトリビュートを設定することもで

きます。次に、追加のプローブ アトリビュートを設定する方法について説明し

ます。

 • プローブの要求方式の設定

 • 宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

プローブの要求方式の設定

デフォルトでは、SIP 要求方式は OPTIONS 方式です。現在、これは SIP プロー

ブで使用できる唯一の方式です。プローブで使用される OPTIONS 方式 を設定

するには、request method options コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

request method options 

たとえば、OPTIONS 方式を設定するには、次のように入力します。
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host1/Admin(config-probe-sip-tcp)# request method options

プローブの方式を OPTIONS にリセットするには、no request method コマンド

を使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-sip-tcp)# no request method

宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

サーバから応答を受信した ACE は、ステータス コードを待機します。このス

テータス コードを受信すると、サーバは passed とマークされます。デフォルト

では、ACE にステータス コードは設定されていません。ステータス コードが設

定されていない場合は、サーバからのすべての応答コードは failed とマークされ

ます。

ACE がプローブ宛先から送信されると予測する単一のステータス コード、また

は単一のコード応答範囲を設定するには、expect status コマンドを使用します。

このコマンドで複数のステータス コード範囲を指定するには、各範囲を個別に

指定したコマンドを入力します。このコマンドの構文は次のとおりです。

expect status min_number max_number

引数は次のとおりです。

 • min_number - 単一のステータス コードまたはステータス コード範囲の下限

を示します。0 ～ 999 の整数を入力します。

 • max_number - 単一のステータス コード範囲の上限です。0 ～ 999 の整数を

入力します。単一のコードを設定する場合は、min_number で入力したもの

と同じ値を入力します。

SIP の場合、予測ステータス コードは 200 で、成功プローブを示します。たと

えば、予測ステータス コードに、要求に成功したことを示す値 200 を設定する

には、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-sip-tcp)# expect status 200 200
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RTSP プローブの設定

RTSP プローブを使用して TCP 接続を確立し、要求パケットをサーバに送信し

ます。ACE は応答と設定された応答コードを比較して、プローブが成功したか

どうかを判別します。これらのプローブを設定する場合、probe rtsp name コマ

ンドを使用してプローブを作成し、プローブ コンフィギュレーション モードに

アクセスします。

たとえば、RTSP プローブ probe15 を定義して、RTSP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe rtsp probe15
host1/Admin(config-probe-rtsp)#

RTSP プローブを作成したあとに、「一般的なプローブ アトリビュートの設定」

に記載された一般的なプローブ アトリビュートを設定できます。「TCP プローブ

の設定」に記載された RST および予測される応答ストリングを送信することで、

TCP 接続を終了するよう ACE を設定することもできます。

追加のコマンドを使用して、RTSP プローブのアトリビュートを設定することも

できます。次に、追加のプローブ アトリビュートを設定する方法について説明

します。

 • 要求方式の設定

 • RTSP プローブのヘッダー フィールドの設定

 • 宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

要求方式の設定

デフォルトでは、RTSP 要求方式は OPTIONS 方式です。DESCRIBE 方式を設

定することもできます。プローブで使用される要求方式 を設定するには、

request method コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

request method {options | describe url url_string}

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • options - OPTIONS 要求方式を設定します。これがデフォルトの方式です。

ACE は、この方式のアスタリスク（*）要求 URL を使用します。

 • describe url url_string - DESCRIBE 要求方式を設定します。url_string は、

サーバの RTSP メディア ストリームの URL 要求です。 大 255 文字の英数

字で URL ストリングを入力します。
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たとえば、rtsp://media/video.smi の URL を使用するように RTSP プローブを設

定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# request method describe url 
rtsp://192.168.10.1/media/video.smi

たとえば、rtsp://media/video.smi のパスを使用するように RTSP プローブを設

定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# request method describe path 
/media/video.smi

ここに挙げた例では、プローブ ターゲットの IP アドレスから IP アドレスを取得

しています。

デフォルトの OPTIONS 要求方式にリセットするには、no request method また

は request method options コマンドを使用します。たとえば、次のように入力

します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# no request method

RTSP プローブのヘッダー フィールドの設定

プローブにヘッダー フィールド値を設定するには、header コマンドを使用しま

す。このコマンドの構文は次のとおりです。

header {require | proxy-require} header-value value

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • require - Require ヘッダーを指定します。

 • proxy-require - Proxy-Require ヘッダーを指定します。

 • header-value value - ヘッダー値を指定します。この値には、 大 255 文字

の英数字を、スペースを含めないで入力します。

たとえば、REQUIRE ヘッダーに implicit-play のフィールド値を設定するには、

次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# header require header-value 
implicit-play

プローブのヘッダー設定を削除するには、header コマンドの no 形式を使用しま

す。たとえば、Require ヘッダーを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# no header require
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Proxy-Require ヘッダーを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# no header proxy-require

宛先サーバから送信されるステータス コードの設定

サーバから応答を受信した ACE は、ステータス コードを待機します。このス

テータス コードを受信すると、サーバは passed とマークされます。デフォルト

では、ACE にステータス コードは設定されていません。ステータス コードが設

定されていない場合は、サーバからのすべての応答コードは failed とマークされ

ます。

ACE がプローブ宛先から送信されると予測する単一のステータス コード、また

は単一のコード応答範囲を設定するには、expect status コマンドを使用します。

このコマンドで複数のステータス コード範囲を指定するには、各範囲を個別に

指定したコマンドを入力します。このコマンドの構文は次のとおりです。

expect status min_number max_number

引数は次のとおりです。

 • min_number - 単一のステータス コードまたはステータス コード範囲の下限

を示します。0 ～ 999 の整数を入力します。

 • max_number - 単一のステータス コード範囲の上限です。0 ～ 999 の整数を

入力します。単一のコードを設定する場合は、min_number で入力したもの

と同じ値を入力します。

たとえば、予測ステータス コードに、要求に成功したことを示す値 200 を設定

するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# expect status 200 200

予測されるステータス コード範囲に 100 ～ 200 を設定するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# expect status 100 200

予測されるステータス コード範囲を、100 ～ 200 と 250 ～ 305 のように複数設

定する場合は、各範囲を個別に設定する必要があります。たとえば、次のように

入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# expect status 100 200
host1/Admin(config-probe-rtsp)# expect status 250 305
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単一の予測ステータス コードを削除するには、no expect status コマンドを使用

します。たとえば、予測ステータス コード 200 を削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# no expect status 200 200 

予測される特定のステータス コード範囲を削除するには、no expect status コマ

ンドを使用して、この範囲を入力します。たとえば、範囲 250 ～ 305 から範囲 
250 ～ 302 を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# no expect status 250 305

予測されるステータス コード範囲を複数削除するには、各範囲を個別に削除す

る必要があります。たとえば、2 つの異なる範囲（100 ～ 200 および 250 ～ 
305）が設定されている場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-rtsp)# no expect status 100 200
host1/Admin(config-probe-rtsp)# no expect status 250 305

RADIUS プローブの設定

RADIUS プローブは、設定されたユーザ名、パスワード、および共有秘密を使

用するクエリーを RADIUS サーバに送信します。サーバが起動している場合、

サーバは passed とマークされます。ネットワーク アクセス サーバ（NAS）アド

レスが設定されている場合、ACE は発信パケット内で NAS アドレスを使用しま

す。NAS アドレスが設定されていない場合、ACE は発信インターフェイスに関

連付けられた IP アドレスを NAS アドレスとして使用します。

RADIUS プローブを作成し、RADIUS プローブ コンフィギュレーション モード

にアクセスするには、probe radius コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

probe radius name

name 引数には、RADIUS プローブの ID を入力します。この ID には、スペース

を含まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、RADIUS プローブ PROBE を定義して、RADIUS プローブ コンフィ

ギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe radius PROBE
host1/Admin(config-probe-radius)#
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RADIUS プローブのプローブ アトリビュートを設定する方法については、次の

トピックを参照してください。

 • プローブの認定証および共有秘密の設定 

 • NAS IP アドレスの設定

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載された一般的なアトリビュー

トを設定することもできます。

プローブの認定証および共有秘密の設定

プローブの認定証は、サーバで認証に使用されるユーザ名およびパスワードと、

RADIUS サーバにプローブがアクセスするためのオプションの共有秘密です。

プローブの認定証を設定するには、credentials コマンドを使用します。このコ

マンドの構文は次のとおりです。

credentials username password [secret shared_secret]

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • username - 認証に使用されるユーザ ID です。 大 64 文字の英数字を、引

用符で囲まずに入力します。

 • password - 認証に使用されるパスワードです。 大 64 文字の英数字を、引

用符で囲まずに入力します。

 • secret shared_secret - （任意）共有秘密を指定します。共有秘密は、 大 
64 文字のスペースを含まない、大文字と小文字を区別する英数字で入力し

ます。

たとえば、ユーザ名 ENG1 およびパスワード TEST を設定するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-probe-radius)# credentials ENG1 TEST

プローブの認定証を削除するには、no credentials コマンドを使用します。たと

えば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-radius)# no credentials
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NAS IP アドレスの設定

RADIUS プローブに NAS アドレスが設定されていない場合、ACE は発信イン

ターフェイスに関連付けられた IP アドレスを NAS アドレスとして使用します。

NAS アドレスを設定するには、nas ip address コマンドを使用します。このコ

マンドの構文は次のとおりです。

nas ip address ip_address

ip_address 引数は、NAS IP アドレスです。ドット付き 10 進表記で一意の IPv4 
アドレスを入力します（例：192.8.12.15）。

たとえば、NAS アドレス 192.8.12.15 を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-radius)# nas ip address 192.8.12.15

NAS IP アドレスを削除するには、no nas ip address コマンドを入力します。た

とえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-radius)# no nas ip address 

SNMP ベースのサーバ ロード プローブの設定

SNMP ベースのサーバ ロード プローブは UDP 接続を確立し、 大 8 つの 
SNMP OID クエリーを設定してサーバを検査できます。ACE は取得した負荷情

報を重み付けして平均化し、この情報をロード バランシング決定のため、 小

負荷アルゴリズムへの入力として使用します。取得した値が設定したしきい値内

である場合、サーバは passed とマークされます。しきい値を超えた場合、サー

バは failed とマークされます。

これらのプローブを設定する場合、probe snmp name コマンドを使用してプ

ローブを作成し、プローブ コンフィギュレーション モードにアクセスします。

たとえば、SNMP プローブ probe18 を定義して、SNMP プローブ コンフィギュ

レーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe snmp probe18
host1/Admin(config-probe-snmp)#

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載された一般的なアトリビュー

トを設定できます。追加のコマンドを使用して、SNMP プローブのアトリ

ビュートを設定することもできます。次に、追加のプローブ アトリビュートを

設定する方法について説明します。
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 • コミュニティ ストリングの設定

 • SNMP バージョンの設定

 • OID ストリングの設定

 • OID 値タイプの設定

 • OID しきい値の設定

 • OID 重みの設定

コミュニティ ストリングの設定

ACE のプローブはコミュニティ ストリング経由でサーバにアクセスします。デ

フォルトでは、コミュニティ ストリングは設定されていません。コミュニティ 
ストリングを設定するには、community コマンドを使用します。このコマンド

の構文は次のとおりです。

community text

text 引数は、サーバの SNMP コミュニティ ストリングの名前です。 大 255 文
字の英数字を入力します。

たとえば、プライベート コミュニティ ストリングを設定するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# community private

コミュニティ ストリングを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# no community

SNMP バージョンの設定

サーバに送信される SNMP OID クエリーのバージョンは、サポートされている 
SNMP バージョンを示します。デフォルトでは、プローブは SNMP バージョン 
1 をサポートします。

プローブがサポートする SNMP のバージョンを設定するには、version コマンド

を使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

version {1 | 2c}

キーワードは次のとおりです。
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 • 1 - プローブが SNMP バージョン 1 をサポートするよう指定します（デフォ

ルト）。

 • 2c - プローブが SNMP バージョン 2c をサポートするよう指定します。

たとえば、SNMP バージョン 2c を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# version 2c

SNMP バージョン 1 のデフォルト設定にリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-probe-snmp)# no version

OID ストリングの設定

ACE が SNMP OID クエリーのあるプローブを送信する場合、ACE はロード バ
ランシング決定のため、 小負荷アルゴリズムへの入力として取得した値を使用

します。 小ロードのロード バランシングは、 小負荷値を持ったサーバに基

づいてサーバを選択します。 大 8 つの OID を設定できます。

OID ストリングを設定し、プローブ SNMP OID コンフィギュレーション モード

にアクセスするには、プローブ SNMP コンフィギュレーション モードで oid コ
マンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

oid string

string 引数は、プローブがサーバに値について問い合わせるのに使用する OID 
です。ドット付き 10 進表記の 大 255 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力

します。OID ストリングはサーバ タイプに基づいています。文字列のドット

（.）は、文字としてカウントされます。たとえば、OID ストリングが 10.0.0.1.1 
の場合、文字カウントは 10 になります。

probe-snmp-oid コンフィギュレーション モードにアクセスすると、しきい値、

OID 値のタイプ、OID に割り当てられた重みを次のように設定できます。

（注） 複数の OID を設定し、これらの OID をロード バランシング決定で使用する場

合、重み値を設定する必要があります。

たとえば、OID ストリング .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 を Linux サーバの 1 分間の

平均 CPU 負荷に対して設定し、probe-snmp-oid コンフィギュレーション モード

にアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# oid .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
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host1/Admin(config-probe-snmp-oid)# 

OID ストリング を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# no oid .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1

OID 値タイプの設定

デフォルトでは、取得した OID 値タイプはパーセント値です。OID 値タイプを

絶対値として設定し、 大予測値を定義するには、プローブ SNMP OID コン

フィギュレーション モードで type absolute max コマンドを使用します。このコ

マンドの構文は次のとおりです。

type absolute max integer

integer 引数は、OID の 大予測絶対値を指定します。1 ～ 4294967295 の整数

を入力します。デフォルトでは、OID 値はパーセント値です。

（注） type absolute max コマンドを設定する場合、threshold コマンドにも値を設定

することを推奨します。デフォルトのしきい値は type absolute max コマンドで

指定した整数値に設定されるからです。

たとえば、絶対値タイプに 大予測値 65535 を設定するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-probe-snmp-oid)# type absolute max 65535

OID 値タイプをパーセント値にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# no type

（注） no type コマンドを使用すると、OID 値タイプはパーセント値にリセットされ、

threshold コマンドの値は 100 に設定されます。

OID しきい値の設定

OID のしきい値は、サーバをアウト オブ サービスにする値を指定します。

 • OID 値がパーセント値に基づいている場合、デフォルトのしきい値は 100 
です。
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 • OID 値が絶対値に基づいている場合、しきい値範囲は type absolute max コ
マンドでの指定に基づきます（「OID しきい値の設定」を参照）。

しきい値を設定するには、プローブ SNMP OID コンフィギュレーション モード

で threshold コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

threshold integer

integer 引数は、サーバをアウト オブ サービスにするしきい値を指定します。

OID 値がパーセントに基づいている場合、1 ～ 100 の整数を入力します。デフォ

ルト値は 100 です。OID が絶対値に基づいている場合、しきい値範囲は 1 から 
type absolute max コマンドで指定した 大値になります。

たとえば、しきい値 50 を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp-oid)# threshold 50

OID しきい値をデフォルト値にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# no threshold

OID 重みの設定

複数の OID を設定し、これらの OID をロード バランシング決定で使用する必要

がある場合、OID 重みを指定する必要があります。OID に重みを設定するには、

probe-snmp-oid コンフィギュレーション モードで weight コマンドを使用しま

す。このコマンドの構文は次のとおりです。

weight integer

 integer 引数は、OID の重みを指定します。1 ～ 16000 の整数を入力します。デ

フォルトでは、設定された OID それぞれに等しい重みが割り当てられます。

（注） 複数の OID を設定し、これらの OID をロード バランシング決定で使用する場

合、重み値を設定する必要があります。

たとえば、重み 10000 を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp-oid)# weight 10000

デフォルト動作の、設定された OID それぞれに割り当てられた等しい重みにリ

セットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-snmp)# no weight
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スクリプト プローブの設定

スクリプト プローブを使用すると、ヘルス モニタリング用に作成されたプロー

ブを実行するためのスクリプトを実行できます。標準ヘルス モニタリングに含

まれない機能を持った特定のスクリプトを作成できます。スクリプト プローブ

を設定する手順は、次のとおりです。

 • ACE の disk0: ファイル システムにスクリプト ファイルをコピーします。

 • スクリプト ファイルをロードします。

 • スクリプト プローブにスクリプトを関連付けます。

ACE は 256 の一意なスクリプト ファイルを設定できます。

プローブにあるシスコ提供のスクリプトを使用することもできます（ACE の
ディレクトリ）。これらのスクリプトの詳細については、「スクリプトの概要」の

付録 A「ACE での TCL スクリプトの使用」を参照してください。

（注） ACE で同時に実行できるスクリプト プローブ インスタンスは 200 だけです。こ

の限度を超えると、show probe detail コマンドを実行したときに、Last 
disconnect err フィールドに「Out-of Resource: Max.  script-instance limit 
reached」エラー メッセージが表示され、out-of-sockets カウンタがインクリメ

ントされます。

ACE にスクリプト ファイルをコピーおよびロードする方法については、付録 A
「ACE での TCL スクリプトの使用」を参照してください。

スクリプト プローブを作成し、スクリプト プローブ コンフィギュレーション 
モードにアクセスするには、probe scripted コマンドを使用します。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

probe scripted name

name 引数には、スクリプト プローブの ID を入力します。この ID には、スペー

スを含まない 大 64 文字の英数字を、引用符で囲まずに入力します。

たとえば、スクリプト プローブ PROBE19 を定義して、スクリプト プローブ コ
ンフィギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# probe scripted PROBE19
host1/Admin(config-probe-scrptd)#
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スクリプト プローブ アトリビュートを設定する方法については、「スクリプトと

プローブの関連付け」を参照してください。

「一般的なプローブ アトリビュートの設定」に記載された一般コマンドを設定す

ることもできます。

スクリプトとプローブの関連付け

スクリプト プローブは設定されたスクリプトからプローブを実行して、ヘルス 
プローブを実行します。スクリプトに渡される引数を設定することもできます。

スクリプト ファイルをプローブに関連付ける前に、ACE にスクリプトをコピー

して、ロードする必要があります。スクリプトのコピーおよびロードの詳細につ

いては、付録 A「ACE での TCL スクリプトの使用」を参照してください。

script コマンドを使用して、スクリプト ファイルの名前と、スクリプトに渡され

る引数を指定します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

script script_name [script_arguments]

引数は次のとおりです。

 • script_name - スクリプトの名前です。スペースを含まず引用符なしの英数

字を入力します（ 大 255 文字）。

 • script_arguments - （任意）スクリプトに送信されるデータです。 大 255 
文字の英数字を、スペースや引用符を含めて入力します。各引数はスペース

で区切ります。1 つの引数にスペースが含まれている場合は、引数ストリン

グを引用符で囲みます。

たとえば、スクリプト名に PROBE-SCRIPT、引数に ?? を設定するには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config-probe-scrptd)# script PROBE-SCRIPT ??

設定からスクリプトおよび引数を削除するには、no scriptコマンドを使用しま

す。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-probe-scrptd)# no script
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UDP プローブのロード バランシング設定例

次に、複数の実サーバに DNS トラフィックのロード バランスを行い、複数のパ

ケットにまたがる UDP データを送受信する実行コンフィギュレーションの例を

示します。この設定では、UDP ヘルス プローブを使用します。この例では、

UDP プローブ設定は太字で示されています。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

probe udp UDP
  interval 5
  passdetect interval 10
  description THIS PROBE IS INTENDED FOR LOAD BALANCING DNS TRAFFIC
  port 53
  send-data UDP_TEST

rserver host SERVER1
  ip address 192.168.252.245
  inservice
rserver host SERVER2
  ip address 192.168.252.246
  inservice
rserver host SERVER3
  ip address 192.168.252.247
  inservice

serverfarm host SFARM1
  probe UDP
  rserver SERVER1
    inservice
  rserver SERVER2
    inservice
  rserver SERVER3
    inservice

class-map match-all L4UDP-VIP_114:UDP_CLASS
   2 match virtual-address 192.168.120.114 udp eq 53
policy-map type loadbalance first-match L7PLBSF_UDP_POLICY
  class class-default
    serverfarm SFARM1
policy-map multi-match L4SH-Gold-VIPs_POLICY
    class L4UDP-VIP_114:UDP_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7PLBSF_UDP_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply
    nat dynamic 1 vlan 120
    connection advanced-options 1SECOND-IDLE
interface vlan 120
4-54
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 4 章      ヘルス モニタリングの設定

KAL-AP の設定 
  description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
  ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
  fragment chain 20
  fragment min-mtu 68
  access-group input ACL1
  nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.70 netmask 255.255.255.0 pat
  service-policy input L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254

KAL-AP の設定
ACE の Keepalive-Appliance Protocol（KAL-AP）を使用すると、KAL-AP 要
求を送信する Global Site Selector（GSS）と ACE との通信で、Global-Server 
Load-Balancing（GSLB）決定のためにサーバの状態と負荷を報告できます。

ACE は UDP 接続を通じて KAL-AP を使用し、重みを計算してサーバのアベイ

ラビリティに関する情報を KAL-AP デバイスに提供します。ACE はサーバとし

て機能し、KAL-AP 要求を受信します。KAL-AP が ACE で初期化されると、

ACE は標準 5002 ポート上で KAL-AP 要求を受信します。他のポートは設定で

きません。

ACE は VIP ベースおよび TAG ベースの KAL-AP プローブをサポートします。

VIP ベースの KAL-AP の場合、kal-ap-by-vip 要求を受信した ACE は、VIP ア
ドレスで設定されたすべてのレイヤ 3 クラス マップで VIP アドレスがアクティ

ブであるかどうかを確認します。ACE は VIP アドレスに関して、他のプロトコ

ル固有の情報をすべて無視します。レイヤ 3 クラス マップごとに、ACE はサー

バ ファームの関連するレイヤ 7 ポリシーおよび関連する実サーバを探します。

ACE は、これらの VIP に関連付けられたサーバと動作状態であるサーバの合計

数を判断します。

ACE は 0 ～ 255 の負荷数を計算し、VIP のサーバ アベイラビリティを KAL-AP 
デバイスに報告します。負荷値 0 は、VIP アドレスが使用できないことを示しま

す。VIP 検索が失敗した場合にもこの値が送信されます。負荷値 1 は、VIP がオ

フラインで使用できないことを示すために予約されています。有効な負荷値は 
2 ～ 255 です。負荷値 2 は VIP が 小の負荷であり、負荷値 255 は VIP が 大

の負荷であることを示します。たとえば、サーバの合計数が 10 で 5 台だけが動

作している場合、負荷値は 127 です。

（注） 同じ実サーバが複数のサーバ ファームに関連付けられている場合、ACE では計

算上、重複した値が含まれます。
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TAG ベースの KAL-AP の場合、VIP アドレスに関連付けられたドメインは 
ACE の TAG に対応します。ACE が kal-ap-by-tag 要求を受信した場合、プロセ

スは VIP ベースの KAL-AP プローブと似ています。負荷計算は、レイヤ 3 クラ

ス マップ、サーバ ファーム、および実サーバのオブジェクトを考慮します。ド

メインの他のオブジェクトはすべて、負荷計算中は無視されます。ドメインの計

算は VIP アドレスと類似しています。唯一の違いは、実サーバ オブジェクトと

サーバ ファーム オブジェクトが計算で考慮されることです。ACE はドメイン内

のレイヤ 3 VIP アドレスのサーバ アベイラビリティ情報を収集します。ACE 
は、すべてのサーバ ファームがドメインに関連付けられているものと見なしま

す。実サーバがドメインに存在する場合、ACE は実サーバを現在の合計に加え、

分割を実行し、TAG オブジェクトとしてのアベイラビリティを判断します。

ACE は KAL-AP 応答でこの 終数を報告します。

ここでは、次の内容について説明します。

 • ACE での KAL-AP のイネーブル化

 • KAL-AP VIP アドレスの設定

 • ドメインとしての KAL-AP TAG の設定

 • セキュア KAL-AP の設定

 • GSLB 情報の表示

 • GSLB 統計情報の表示

ACE での KAL-AP のイネーブル化

ACE で KAL-AP をイネーブルにするには、管理クラス マップおよびポリシー 
マップを設定し、これを適切なインターフェイスに適用する必要があります。

KAL-AP サーバは標準 5002 ポートですべての KAL-AP 要求を受信します。

KAL-AP over UDP 管理アクセスのためクラス マップを設定するには、クラス 
マップ管理コンフィギュレーション モードで match protocol kalap-udp コマン

ドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

match protocol kalap-udp any | [source-address ip_address 
subnet_mask]

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • any - 管理トラフィック分類に任意のクライアント送信元アドレスを指定し

ます。
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 • source-address - ネットワーク トラフィック一致基準として、クライアント

送信元ホスト IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。分類の一

部として、ACE はポリシー マップを適用するインターフェイスから宛先 IP 
アドレスを暗黙で取得します。

 • ip_address - クライアントの送信元 IP アドレス。ドット付き 10 進表記で IP 
アドレスを入力します（例：192.168.11.1）。

 • mask - ドット付き 10 進表記のクライアント エントリのサブネット マスク

（例：255.255.255.0）
たとえば、送信元 IP アドレスから KAL-AP クラス マップを指定するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management KALAP-CM
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol kalap-udp any
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 

クラス マップを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no match protocol kalap-udp 
source-address any

KAL-AP クラス マップを作成したあと、KAL-AP 管理ポリシー マップを作成

し、クラス マップをこのポリシー マップに適用します。ポリシー マップを作成

し、ポリシー マップ管理コンフィギュレーション モードにアクセスするには、

コンフィギュレーション モードで policy-map type management コマンドを使

用します。たとえば、KALAP-MGMT 管理ポリシー マップを作成し、

KALAP-CM クラス マップをこのポリシー マップに適用するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type management KALAP-MGMT
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class KALAP-CM
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# permit
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 

ポリシー マップをインターフェイスに適用するには、コンフィギュレーション 
モードで interface vlan コマンドを使用します。たとえば、KALAP-MGMT ポ
リシー マップを VLAN（仮想 LAN）インターフェイス 10 に適用するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config)# interface vlan 10
host1/Admin(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input KALAP-MGMT
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit
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host1/Admin(config)# 

（注） KAL-AP ポリシーを変更または削除する場合、既存の KAL-AP 接続を手動でク

リアする必要があります。

KAL-AP VIP アドレスの設定

VIP ベースの KAL-AP を設定するには、VIP アドレス一致基準を含んだレイヤ 
3/4 クラス マップを設定します。一致基準として VIP アドレス、プロトコル、お

よびポートからなる 3 タプル フローを定義するには、クラス マップ コンフィ

ギュレーション モードで match virtual-address コマンドを使用します。複数の

一致基準文を設定して、SLB 用の VIP を定義できます。このコマンドの構文は

次のとおりです。

[line_number] match virtual-address vip_address {[mask] | any | {tcp 
| udp {any | eq port_number | range port1 port2}} | 
protocol_number}

キーワードおよび引数の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」の「VIP アドレス一致基準の定義」を

参照してください。

（注） KAL-AP の場合、ACE は、VIP アドレスで設定されたすべてのレイヤ 3 クラス 
マップで VIP アドレスがアクティブであるかどうかを確認します。これは VIP 
アドレスに関して、他のプロトコル固有の情報をすべて無視します。

たとえば、宛先が VIP アドレス 10.10.10.10 であり、IP プロトコル値のワイル

ドカード値を持ったトラフィックと一致するクラス マップ VIP-20（TCP または 
UDP）を作成するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map VIP-20
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 10.10.10.10 any

クラス マップから VIP match 文を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap)# no match virtual-address 10.10.10.10 any
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KAL-AP の設定 
ドメインとしての KAL-AP TAG の設定

ドメインとして KAL-AP TAG を設定するには、コンフィギュレーション モード

で domain コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

domain name

name は KAL-AP TAG の名前です。

（注） ドメインの負荷計算の場合、ACE はレイヤ 3 クラス マップ、サーバ ファーム、

および実サーバのオブジェクトを考慮します。ドメインの他のオブジェクトはす

べて、計算中は無視されます。

たとえば、ドメインとして KAL-AP-TAG1 を設定するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config)# domain KAL-AP-TAG1

ドメインを作成したあと、ドメイン コンフィギュレーション モードで 
add-object class-map コマンドを使用して、TAG ドメインに関連付けるクラス 
マップをそれぞれ追加します。たとえば、VIP-20 および VIP-71 クラス マップ

を TAG ドメインに追加するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-domain)# add-object class-map VIP-20
host1/Admin(config-domain)# add-object class-map VIP-71

ドメインを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no domain KAL-AP-TAG1

クラス マップの設定の詳細については、『Cisco Application Control Engine 
Module Administration Guide』を参照してください。ドメインの設定の詳細に

ついては、『Cisco Application Control Engine Module Virtualization 
Configuration Guide』を参照してください。

セキュア KAL-AP の設定

ACE は GSS との間のデータの MD5 暗号化のため、セキュア KAL-AP をサポー

トします。暗号化の場合、GSS と ACE コンテキストの間の認証用キーとして共

有秘密を設定する必要があります。
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KAL-AP の設定
ACE のセキュア KAL-AP を設定するには、コンフィギュレーション モードで 
kalap udp コマンドを使用して KAL-AP UDP コンフィギュレーション モードに

アクセスします。このコマンドの構文は次のとおりです。

kalap udp

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# kalap udp
host1/Admin(config-kalap-udp)# 

KAL-AP 設定およびすべての VIP エントリを削除するには、次のコマンドを入

力します。

host1/Admin(config)# no kalap udp

このモードでセキュア KAL-AP をイネーブルにするには、ip address コマンド

を使用して GSS および共有秘密に対して VIP アドレスを設定します。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

ip address ip_address encryption md5 secret

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • ip_address - GSS の VIP アドレス。ドット付き 10 進表記で IP アドレスを入

力します（例：192.168.11.1）。

 • encryption - 暗号化方式を指定します。

 • md5 - MD5 暗号化方式を指定します。

 • secret - KAL-AP デバイスと ACE の間の共有秘密。共有秘密は、 大 31 文
字のスペースを含まない、大文字と小文字を区別する英数字で入力します。

たとえば、セキュア KAL-AP をイネーブルにし、GSS および共有秘密の VIP ア
ドレスを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-kalap-udp)# ip address 10.1.0.1 encryption md5 
andromeda

セキュア KAL-AP をディセーブルにするには、ip address コマンドの no 形式を

使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-kalap-udp)# no ip address 10.1.0.1
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KAL-AP の設定 
GSLB 情報の表示

KAL-AP 要求に提供された VIP アドレスまたはドメイン名の 新の負荷情報を

表示するには、EXEC モードで show kalap udp load コマンドを使用します。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

show kalap udp load {vip ip_address} | {domain name}

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • vip ip_address - 指定された VIP アドレスの 新の負荷情報を表示します。

ドット付き 10 進表記で IP アドレスを入力します（例：192.168.11.1）。

 • domain name - 指定されたドメイン名の 新の負荷情報を表示します。

 show kalap udp load コマンドの出力フィールドでは、VIP アドレスまたはドメ

イン名、負荷値、およびタイムスタンプを表示します。

たとえば、KAL-AP 要求に対する VIP アドレス 10.10.10.10 の 新の負荷情報

を表示するには、次のように入力します。

host1/Admin# show kalap udp load vip 10.10.10.10

KAL-AP 要求に対するドメイン KAL-AP-TAG1 の 新の負荷情報を表示するに

は、次のように入力します。

host1/Admin# show kalap udp load domain KAL-AP-TAG1

GSLB 統計情報の表示

コンテキストごとに GSLB 統計情報を表示するには、EXEC モードで show 
stats kalap コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show stats kalap
たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show stats kalap

表 4-2 に、このコマンドが表示する出力フィールドを示します。

表 4-2 show stats kalap コマンドのフィールド

フィールド 説明

Total bytes received 受信されたバイトの総数

Total bytes sent 送信されたバイトの総数
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KAL-AP の設定
コンテキストごとに GSLB 統計情報を消去するには、EXEC モードで clear 
stats kalap コマンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear stats kalap

Total requests received 受信された要求の総数

Total responses sent 送信された要求の総数

Total requests 
successfully received

正常に受信された要求の総数

Total responses 
successfully sent

正常に送信された要求の総数

Total secure requests 
received

受信されたセキュアな要求の総数

Total secure responses 
sent

送信されたセキュアな要求の総数

Total requests with errors エラーが発生した要求の総数

Total requests with parse 
errors

解析エラーが発生した要求の総数

Total response transfer 
errors

応答転送エラーの総数

表 4-2 show stats kalap コマンドのフィールド （続き）

フィールド 説明
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プローブ情報の表示
プローブ情報の表示
プローブの設定情報および統計情報を表示するには、EXEC モードで show 
probe コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show probe [probe_name] [detail]

引数およびオプションは、次のとおりです。

 • probe_name - （任意）指定されたプローブ名の情報です。

 • detail - （任意）詳細なプローブ設定および統計情報を表示します。

プローブ名を入力しなかった場合、このコマンドは、設定されたすべてのプロー

ブについて情報の要約を表示します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show probe

show running-config probe コマンドを使用して、すべてのプローブの設定情報

を表示することもできます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show running-config probe

表 4-3 に、detail オプションで指定された追加出力を含む、show probe コマン

ド出力のフィールドの説明を示します。

表 4-3 show probe コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Probe プローブの名前

Type プローブのタイプ

State プローブがアクティブであるか、非アクティブであ

るか

Description プローブに設定された説明（detail オプション出

力）

Port プローブによって使用されるポート番号。デフォル

トでは、プローブはそのタイプに応じたポート番号

を使用します。

Address プローブの宛先アドレス

Addr type アドレス タイプ
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プローブ情報の表示
Interval passed とマーキングされたサーバに ACE がプロー

ブを送信する時間間隔（秒）

Pass intvl failed のサーバにプローブが送信される時間間隔（秒）

Pass count サーバに passed とマークするまでのプローブの連

続成功回数

Fail count サーバが failed とマーキングされるまでに許容され

る連続した失敗プローブの数

Recv timeout プローブに対するサーバの応答が受信される時間間

隔（秒）

DNS domain プローブに設定されたドメイン名（DNS プローブ

の detail オプション出力）

HTTP method プローブで使用される HTTP 方式（GET または 
HEAD）、および URL（HTTP および HTTPS プ
ローブの detail オプション出力）

HTTP URL HTTP 方式の場合にプローブで使用される URL
（HTTP および HTTPS プローブの detail オプショ

ン出力）

RTSP method プローブで使用される RTSP 方式および URL
（RTSP プローブの detail オプション出力）

RTSP URL RTSP 方式でプローブが使用する URL（RTSP プ
ローブの detail オプション出力）

IMAP mailbox プローブが E メールを取得するメールボックスの

ユーザ名（IMAP プローブの detail オプション出

力）

IMAP/POP Command プローブの要求方式コマンド（IMAP および POP 
プローブの detail オプション出力）

NAS address RADIUS サーバの NAS アドレス（RADIUS プロー

ブの detail オプション出力）

Script filename スクリプトのファイル名（スクリプト プローブの 
detail オプション出力）

表 4-3 show probe コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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プローブ情報の表示
Conn termination GRACEFUL または FORCED を示す TCP 接続終了

タイプ、（ECHO TCP、Finger、FTP、HTTP、
HTTPS、IMAP、POP、SMTP、TCP、および 
Telnet プローブの detail オプション出力）

Expect/Search offset expect regex 式の検索開始位置を示す、受信済み

メッセージまたはバッファ内の文字数（HTTP、
HTTPS、RTSP、SIP、TCP、および UDP プローブ

の detail オプション出力）

Request-method detail オプション出力に表示される SIP プローブの

要求方式。現在、OPTIONS 方式は SIP プローブで

使用できる唯一の方式です。

Expect regex プローブ宛先から送信されると予測される、設定済

み応答データ（HTTP、HTTPS、RTSP、SIP、TCP、
および UDP プローブの detail オプション出力）

Open timeout サーバとの接続がオープンし、確立するまでプロー

ブが待機する秒単位のインターバル（Finger、
FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP、スクリプト、

RTSP、SMTP、TCP、および Telnet プローブの 
detail オプション出力）

Send data プローブから送信される ASCII データ（ECHO、

Finger、HTTP、HTTPS、RTSP、TCP、および 
UDP プローブの detail オプション出力）

Version サポートされているバージョンを示す、サーバに送

信される SNMP OID クエリーの SNMP バージョン

（SNMP プローブの detail オプション出力）

Community SNMP コミュニティ ストリング（SNMP プローブ

の detail オプション出力）

OID string 設定された OID（SNMP プローブの detail オプ

ション出力）

Type 取得した OID 値に関する OID 値タイプ。絶対値ま

たはパーセント値（SNMP プローブの detail オプ

ション出力）

Max value OID 負荷タイプの 大予測負荷値（SNMP プロー

ブの detail オプション出力）

表 4-3 show probe コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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プローブ情報の表示
Weight OID の負荷重み（SNMP プローブの detail オプ

ション出力）

Threshold OID のしきい値設定。しきい値を越えた場合、OID 
はアウト オブ サービスになります（SNMP プロー

ブの detail オプション出力）。

プローブの結果 
probe association プローブの実サーバ アソシエーション

probed-address プローブの宛先または送信元アドレス

probes プローブの総数

failed 失敗したプローブの総数

passed 成功したプローブの総数

health プローブのヘルス。有効値は PASSED または 
FAILED です。

スクリプト プローブの追加 detail オプション出力 
Socket state ソケットの状態

No.Passed states passed 状態の数

No.Failed states failed 状態の数

No.Probes skipped スキップされたプローブの数 プローブがスキップさ

れるのは、プローブを送信するための予定インター

バルが、プローブ実行時間よりも短いために、ACE 
がプローブを送信しない場合です。オープン タイム

アウトまたは受信タイムアウト インターバルより

も、送信インターバルが短いことです。

プローブがスキップされるか、または show probe 
detail コマンドによって内部エラーが表示される

と、プローブの状態は変更されません。失敗する

と、failed のままです。

Last status code 直前の終了コード（表 A-7を参照）

Last disconnect err スクリプト プローブの終了コード（表 A-7）または

内部エラーのメッセージ

Last probe time 直前のプローブのタイムスタンプ

表 4-3 show probe コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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プローブ情報の表示
表 4-4 に、show probe 出力に表示される接続解除エラーを示します。スクリプ

ト プローブの接続解除メッセージのリストについては、表 A-7 を参照してくだ

さい。

Last fail time 直前の失敗プローブのタイムスタンプ

Last active time 直前のアクティブ時間のタイムスタンプ

Internal error 内部エラー発生回数のカウンタ

表 4-3 show probe コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明

表 4-4 ACEプローブの接続解除エラー 

プローブ タイプ エラー メッセージ 
すべてのプローブ 
タイプ

Unrecognized or invalid probe request
Connect error
Connection reset by server
Connection refused by server
Authentication failed
Unrecognized or invalid response
Out of memory, packets discarded
Server open timeout (no SYN ACK)
Server reply timeout (no reply)
Graceful disconnect timeout (no FIN ACK)
Received Out-Of-Band data
User defined Reg-Exp was not found in host response
Expect status code mismatch
Received invalid status code
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プローブ情報の表示
ICMP ICMP Internal error
ICMP Internal error: Write failure.
ICMP Internal error: Received bad FD.
Host Unreachable, no route found to destination
ARP not resolved for dest-ip (destination IP address)
Network down
Egress interface has no ip addr (IP address)
ICMP Internal error: Data entry being modified.
ICMP Internal error: No space, transmit path is full.
ICMP Host unreachable
ICMP Dest unreachable
ICMP Time exceeded
ICMP Redirect
Received ICMP Echo Request
Received ICMP Stale pkt
Unexpected ICMP pkt type received
ICMP Pkt received is too short
ICMP Pkt received is too long

HTTP/HTTPS MD5 mismatch
HTTPS Invalid server greeting

Internal error: Failed to build a server query.

表 4-4 ACEプローブの接続解除エラー （続き）

プローブ タイプ エラー メッセージ 
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プローブ情報の表示
プローブ タイプのグローバル統計情報を表示するには、EXEC モードで show 
stats probe type コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show stats probe type probe_type

プローブ タイプのリストを表示するには、次のように入力します。

host1/Admin# show stats probe type ?

たとえば、すべての DNS プローブのグローバル統計情報を表示するには、次の

ように入力します。

host1/Admin# show stats probe type dns

表 4-5 に、show stats probe type コマンド出力のフィールドの説明を示します。

SNMP Last Disconnect Error: Sum of weights don't add up to 
max weight value.
Last Disconnect Error: ASN encoding failed for the 
configured SNMP OID.
Last Disconnect Error: Server load hit max value for 
type percentile.
Last Disconnect Error: Server load hit max value for 
type absolute.
Last Disconnect Error: Server load hit the threshold 
value.
Last Disconnect Error: Failed to parse the PDU reply 
sent by the server.
Last Disconnect Error: Unrecognized or invalid 
response.

表 4-4 ACEプローブの接続解除エラー （続き）

プローブ タイプ エラー メッセージ 
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プローブ統計情報の消去
プローブ統計情報の消去
ここでは、個々のプローブの統計情報、またはコンテキストにあるすべてのプ

ローブの統計情報を消去するために使用するコマンドについて説明します。具体

的な内容は次のとおりです。

 • 各プローブの統計情報の消去

 • コンテキスト内のすべてのプローブの統計情報の消去

各プローブの統計情報の消去

特定のプローブに show probe コマンドを実行して表示された統計情報を消去す

るには、EXEC モードで clear probe コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

clear probe name

name 引数は、設定されたプローブの名前です。

たとえば、DNS1 プローブの統計情報を消去するには、次のように入力します。

表 4-5 show stats probe type コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Total probes sent 送信されたプローブの総数

Total send failures 送信失敗の総数。これらの障害は、内部エラーによ

るものです。

Total probes passed 成功したプローブの総数

Total probes failed 失敗したプローブの総数

Total connect errors 接続エラーの総数

Total conns refused 拒否された接続の総数

Total RST received 受信されたリセットの総数

Total open timeouts 指定されたプローブ タイプのオープン タイムアウ

トの総数

Total receive timeouts 受信されたタイムアウトの総数
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次の作業
host1/Admin# clear probe DNS1

（注） 冗長性を設定している場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、ロード 
バランシング統計情報を明示的に消去する必要があります。アクティブなモ

ジュール上の統計情報を消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い

値のまま残ります。

コンテキスト内のすべてのプローブの統計情報の消去

現在のコンテキスト内のすべてのプローブの統計情報を消去するには、EXEC 
モードで clear stats probe コマンドを使用します。このコマンドの構文は次の

とおりです。

clear stats probe

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear stats probe

（注） 冗長性を設定している場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、ロード 
バランシング統計情報を明示的に消去する必要があります。アクティブなモ

ジュール上の統計情報を消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い

値のまま残ります。

次の作業
Toolkit Command Language（TCL）を使用して、プローブ スクリプトを記述す

る方法については、付録 A「ACE での TCL スクリプトの使用」を参照してくだ

さい。スティッキ性（セッションの持続性）を設定する方法については、第 5 章
「スティッキ機能の設定」を参照してください。ファイアウォール負荷分散を設

定する場合は、第 6 章「ファイアウォール負荷分散の設定」を参照してくださ

い。
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次の作業
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C H A P T E R 5

スティッキ機能の設定

この章では、ACE モジュールにスティッキ機能（セッション固定と呼ばれるこ

ともあります）を設定する方法について説明します。この章の内容は次のとおり

です。

 • スティッキ機能の概要

 • スティッキ設定についての設定の要件および考慮事項

 • IP アドレス スティッキの設定

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキの設定

 • HTTP コンテンツ スティッキの設定

 • HTTP cookie スティッキの設定

 • HTTP ヘッダー スティッキの設定

 • RADIUS アトリビュート スティッキの設定

 • RTSP セッション スティッキの設定

 • SIP コール ID スティッキの設定

 • SSL セッション ID スティッキの設定

 • スティッキの SLB トラフィック ポリシーの設定

 • スティッキの設定および統計情報の表示

 • スティッキ統計情報の消去

 • ダイナミック スティッキ データベース エントリの消去

 • スティッキの設定例

 • 次の作業
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スティッキ機能の概要
スティッキ機能の概要
スティッキとは、同じクライアントが 1 つのセッション中に、同一の実サーバ

と、同時に複数の TCP または IP 接続、または後続の複数の TCP または IP 接続

を維持できるようにする ACE 機能です。セッションとは、あるクライアントと

サーバの間の一定期間（数分から数時間まで）における連続したトランザクショ

ンと定義されています。スティッキは、オンライン ショッピング、特にショッ

ピング カートの確立やチェックアウト プロセス中など、クライアントが同じ

サーバとの間で複数の接続を維持する必要があるような e-コマース アプリケー

ションに便利な機能です。

ACE は、設定済みの SLB ポリシーに応じて、使用するロード バランシング方式

を判断してから、適切なサーバにクライアントを「固定」します。ACE は、ク

ライアントが特定のサーバにすでに固定されていると判断した場合、一致ポリ

シーに指定されているロード バランシング基準に関係なく、そのクライアント

の要求をそのサーバに送信します。クライアントが特定のサーバに固定されてい

ないと判断した場合、ACE はそのコンテンツ要求に通常のロード バランシング

規則を適用します。

ここでは、次の内容について説明します。

 • スティッキ機能の目的

 • スティッキ グループ

 • スティッキ方式

 • スティッキ テーブル

 • スティッキ機能によるサーバ ファーム動作のバックアップ

スティッキ機能の目的

e-コマース サイトを訪問するクライアントは、サイトをブラウズすることから

インターネット上のウィンドウ ショッピングを始めます。サイトのアプリケー

ションによっては、接続確立後すぐにクライアントが 1 つのサーバに「固定され

る」ことが必要な場合もあります。また、クライアントがショッピング カート

の確立を開始するまで、このアクションは必要ない場合もあります。

いずれにしても、クライアントがショッピング カートに品物を入れてからは、

そのクライアントのすべての要求が同じサーバに送信され、すべての品が 1 つの

サーバ上の 1 つのショッピング カートに入るようにすることが重要です。顧客

のショッピング カートのインスタンスは通常、特定の Web サーバ上にあり、複

数のサーバに重複してはいません。
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スティッキ機能の概要
このようなスティッキ性が必要とされるのは、e-コマース アプリケーションだ

けではありません。バンキング アプリケーションやオンライン取引など、クラ

イアントの情報を維持するような Web アプリケーションはスティッキ性を必要

とする可能性があります。FTP および HTTP のファイル転送にも、スティッキ

が使用されます。

スティッキ グループ

ACE ではスティッキ グループの考え方を利用してスティッキ機能を設定しま

す。スティッキ グループを使用することによって、スティッキ アトリビュート

を指定できます。スティッキ グループとそのアトリビュートの設定後、そのス

ティッキ グループを、レイヤ 7 SLB ポリシー マップの match ステートメントま

たはレイヤ 7 ポリシー マップ アクションと関連付けます。各コンテキストに

大 4096 のスティッキ グループを作成できます。ACE に設定された各スティッ

キ グループには、次の事項を決定する一連のパラメータが含まれています。

 • スティッキ方式

 • Timeout

 • 複製

 • cookie のオフセットおよびその他の cookie 関連アトリビュート

 • HTTP、RTSP、または SIP ヘッダーのオフセットおよびその他のヘッダー

関連アトリビュート

 • RADIUS アトリビュート

スティッキ方式

アプリケーションでは個々のユーザやユーザ グループを区別しなければなりま

せん。そのため、ACE は、特定のユーザを特定の Web サーバに固定する手段を

必要とします。ACE は次のスティッキ方式をサポートしています。

 • 送信元および宛先の IP アドレスまたはそのいずれか

 • レイヤ 4 ペイロード

 • Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル）コ

ンテンツ

 • HTTP cookie

 • HTTP ヘッダー

 • Remote Access Dial-In User Service（RADIUS）アトリビュート
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スティッキ機能の概要
 • Real-Time Streaming Protocol（RTSP）ヘッダー

 • Session Initiation Protocol（SIP）ヘッダー

 • SSL セッション ID
特定の e-コマース ベンダーにこれらのどの方式が適しているかは、多くの場合、

使用する e-コマース アプリケーションによって異なります。

ここでは、次の内容について説明します。

 • IP アドレス スティッキ

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ機能

 • HTTP コンテンツ スティッキ機能

 • HTTP cookie スティッキ機能

 • HTTP ヘッダー スティッキ

 • RADIUS アトリビュート スティッキ

 • RTSP セッション ヘッダー スティッキ

 • SIP コール ID ヘッダー スティッキ

 • SSL セッション ID スティッキ

IP アドレス スティッキ

IP ネットマスクに基づいて送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、またはその両

方を使用すると、スティッキを目的として個々のクライアントとその要求を識別

できます。ただし、企業やサービス プロバイダーがメガプロキシを使用してイ

ンターネットへのクライアント接続を確立している場合、送信元 IP アドレスは、

要求の真の送信元として信頼できるインジケータにはなりません。このような場

合は、セッションを確実に固定するために cookie またはその他のいずれかのス

ティッキ方式を使用します。

レイヤ 4 ペイロード スティッキ機能

レイヤ 4 ペイロード スティッキ機能を使用すると、レイヤ 4 フレームのデータ

に基づきクライアントをサーバに固定できます。開始パターンと終了パターン、

解析するバイト数、データの始点から無視するバイト数を指定するオフセットを

指定できます。
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スティッキ機能の概要
HTTP コンテンツ スティッキ機能

HTTP コンテンツ スティッキ機能を使用すると、HTTP パケットのコンテンツ

に基づきクライアントをサーバに固定できます。開始パターンと終了パターン、

解析するバイト数、データの始点から無視するバイト数を指定するオフセットを

指定できます。

HTTP cookie スティッキ機能

クライアントの cookie によって、ACE およびコンテンツ提供サーバに接続する

クライアントを一意に識別できます。cookie は、HTTP ヘッダー内の小さな

データ構造であり、サーバはこれを使用して Web クライアントにデータを送信

し、クライアントがその情報を保存するように要求します。一部のアプリケー

ションでは、クライアントは情報をサーバに返し、クライアントとサーバの間の

接続状態または固定状態を維持します。

ACE は、コンテンツ要求を検証し、ポリシーの一致によってそのコンテンツが

スティッキ状態であると判断すると、そのコンテンツ要求の cookie または URL 
を調べます。ACE は、cookie または URL 内の情報を使用して、該当するサー

バにコンテンツ要求を転送します。ACE がサポートする cookie スティッキには

次のタイプがあります。

 • ダイナミック cookie ラーニング - クライアント要求の HTTP ヘッダーまた

はサーバの応答内の server Set-Cookie メッセージで特定の cookie 名を探

し、自動的にその値を学習するように ACE を設定できます。ダイナミック 
cookie ラーニングは、同じ cookie 内のセッション ID またはユーザ ID だけ

でなくその他の情報も保存するようなアプリケーションを扱う場合に適して

います。スティッキに使われるのは、cookie 内の特定のバイト値だけです。

デフォルトでは、ACE は cookie 値全体を学習します。オプションとして、

オフセットと長さを指定し、cookie 値の一部だけを学習するように ACE に
指示することもできます。

あるいは、HTTP 要求内の URL ストリングに示される第 2 の cookie 値を指

定することもできます。このオプションでは、ACE は URL の一部として 
cookie 情報を探索します（ 終的には学習または固定します）。URL ラーニ

ングは、HTTP URL の一部として cookie 情報を挿入するアプリケーション

に適しています。場合によっては、この機能を使用して cookie を拒否する

クライアントに対処することもできます。

 • cookie 挿入 - サーバの代わりに ACE が リターン要求に cookie を挿入し、

サーバが cookie を入れるように設定されていなくても、cookie スティッキ

を実行できるようにします。この cookie には、ACE が特定の実サーバへの

固定を確実に実行するために使用する情報が入っています。
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スティッキ機能の概要
HTTP ヘッダー スティッキ

HTTP ヘッダー情報を使用してスティッキを提供することも可能です。HTTP 
ヘッダー スティッキ方式では、ヘッダーのオフセットを指定して、HTTP ヘッ

ダーの一意の部分に基づいてスティッキを提供できます。

RADIUS アトリビュート スティッキ

ACE は、RADIUS アトリビュートに基づきスティッキをサポートします。

RADIUS スティッキ グループでは、次のアトリビュートがサポートされます。

 • Framed IP

 • Framed IP および発信側端末 ID

 • Framed IP およびユーザ名

RTSP セッション ヘッダー スティッキ

ACE は、RTSP セッション ヘッダー フィールドに基づきスティッキをサポート

します。RTSP ヘッダー スティッキ方式では、ヘッダーのオフセットを指定し

て、RTSP ヘッダーの一意の部分に基づいてスティッキを提供できます。

SIP コール ID ヘッダー スティッキ

ACE は、SIP コール ID ヘッダー フィールドに基づきスティッキをサポートしま

す。SIP ヘッダー スティッキ方式では、SIP ヘッダー全体が必要であるため、オ

フセットは指定できません。

SSL セッション ID スティッキ

この機能を利用すると、ACE は SSL セッション ID に基づき同じクライアント

を同じ SSL サーバに固定できます。この機能は、SSLv3 でだけ利用できます。

SSL セッション ID は、同じクライアントからの複数の接続全体を通じて一意で

あるため、ACE が SSL トラフィックのロード バランシングをするよう設定さ

れ、これを終了しない場合、この機能を使用してクライアントを特定の SSL 
サーバに固定できます。この機能を使用するには、スティッキ ラーニング用総

称プロトコル解析ポリシーを設定する必要があります。ACE は、SSL サーバま

たは他の SSL 終端デバイスから SSL セッション ID を学習します。
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スティッキ機能の概要
SSL サーバは既知のクライアントからの新しい接続に同じ SSL セッション ID を
再使用できるため、SSL ハンドシェイク時間が削減されます。ハンドシェイク

時間が削減すると、サーバの計算回数が少なくなり、CPU 使用率が低下するた

め、SSL TPS（トランザクション /秒）が増加します。

スティッキ テーブル

スティッキ接続のトラックを維持するために、ACE はスティッキ テーブルを使

用します。テーブルのエントリには、次の項目が含まれています。

 • スティッキ グループ

 • スティッキ方式

 • スティッキ接続

 • 実サーバ

スティッキ テーブルには 大 400 万のエントリを保存できます（同時に 400 万
のユーザ）。テーブルが 大エントリ数に達してから、スティッキ接続が追加さ

れると、テーブルが循環して 初のユーザとその該当サーバとのスティッキが解

除されます。

ACE は設定可能なタイムアウト メカニズムによってスティッキ テーブルのエン

トリをエージング アウトします。エントリがタイムアウトになると、そのエン

トリは再利用できる状態になります。接続率が高ければ、スティッキ エントリ

がタイムアウトになる前にエージング アウトされることもあります。このよう

な場合、ACE は有効期限に も近いエントリを再利用します。

スティッキ エントリには、ダイナミック エントリとスタティック（ユーザ設定）

エントリがあります。スタティック スティッキ エントリを作成すると、ACE は
スティッキ テーブル内に即座にそのエントリを置きます。スタティック エントリ

は、ユーザが設定から削除するまで、スティッキ データベース内に残ります。各

コンテキストに 大 4096 のスタティック スティッキ エントリを作成できます。

なんらかの理由（プローブ エラー、no inservice コマンド、または ARP タイム

アウト）で ACE が実サーバをアウト オブ サービス状態にした場合、ACE はそ

のサーバに関連付けられているスティッキ エントリをすべてデータベースから

削除します。
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スティッキ機能の概要
スティッキ機能によるサーバ ファーム動作のバックアップ

serverfarm コマンドを使用してサーバ ファームをスティッキ グループに関連付

けると、プライマリ サーバ ファームはそのスティッキ グループのスティッキ性

を継承します。ACE は、ユーザがスティッキ グループに設定したスティッキの

種類に基づいて、同じクライアントからの要求を、プライマリ サーバ ファーム

内の同じサーバに送信します。さらに、同じコマンドの backup オプションを使

用してバックアップ サーバ ファームを設定すると、オプションの sticky キー

ワードを設定することにより、そのバックアップ サーバ ファームもスティッキ

状態にすることができます。

プライマリ サーバ ファーム内のすべてのサーバが停止した場合、ACE は、すべて

の新しい要求をバックアップ サーバ ファームに送信します。プライマリ サーバ 
ファームが復旧した場合（少なくとも 1 つのサーバがアクティブになった場合）

 • sticky オプションがイネーブルである場合

 – バックアップ サーバ ファーム内の実サーバの既存のスティッキ テーブ

ルのエントリに一致するすべての新しいスティッキ接続は、バックアッ

プ サーバ ファームの同じ実サーバに固定されます。

 – すべての新しい非スティッキ接続およびスティッキ テーブルにエントリ

がないスティッキ接続は、プライマリ サーバ ファームの実サーバに

ロード バランシングされます。

 • sticky オプションがイネーブルでない場合、ACE は、プライマリ サーバ 
ファームの実サーバにすべての新しい接続をロード バランシングします。

 • バックアップ サーバ ファーム内のサーバへの既存の非スティッキ接続は、

バックアップ サーバ ファーム内で完了できます。

（注） 部分的なサーバ ファーム フェールオーバーを設定することにより、プライマリ 
サーバ ファームがフェールオーバーして再び使用可能になる条件を微調整でき

ます。部分的なサーバ ファーム フェールオーバーの詳細については、第 2 章
「実サーバおよびサーバ ファームの設定」の「部分サーバ ファーム フェール

オーバーの設定」を参照してください。

ソーリー サーバを設定し、プライマリ サーバ ファームの復旧後、既存の接続を

プライマリ サーバ ファームに戻したい場合は、スティッキ機能を使用しないで

ください。バックアップ サーバ ファームおよびソーリー サーバの設定に関する

詳細は、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの

設定」を参照してください。
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スティッキ設定についての設定の要件および考慮
事項

ACE にスティッキを設定する際には、次の要件および考慮事項に従うことを推

奨します。

 • スティッキを設定する各コンテキストに対し、次のことを実行する必要があ

ります。

 – スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストと関連付けることのでき

る Admin コンテキストに、リソース クラスを設定します。

 – limit-resource sticky コマンドを使用して、そのリソース クラスのス

ティッキにリソースの 小パーセンテージ（0 以外）を割り当てます。

 – 1 つ以上のユーザ コンテキストをそのリソース クラスに関連付けます。

リソース グループの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、

『Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration 
Guide』を参照してください。

 • 同じスティッキ グループを複数のポリシーまたは仮想サーバに設定できま

す。その場合、これらのポリシーまたはクラス マップへのすべての接続に

スティッキ動作が適用されます。このような接続は、buddy 接続と呼ばれて

います。ポリシーまたはクラス マップの 1 と 2 の両方を同じスティッキ グ
ループに設定した場合、ポリシーまたはクラス マップ 1 でサーバ A に固定

されたクライアントは、ポリシーまたはクラス マップ 2 でも同じサーバ A 
に固定されます。

 • 同じスティッキ グループを複数のポリシーに関連付ける場合は、すべての

ポリシーに同じサーバ ファームを使用するか、あるいは同じサーバが含ま

れている別のサーバ ファームを使用することが重要です。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの正規表現（regex）のインスタン

スを 大 1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、
RADIUS、RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに

適用されます。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ
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 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

IP アドレス スティッキの設定
IP アドレス スティッキでは、トランザクションの完了に必要な場合は、クライ

アントの送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、またはその両方を使用して、後

続の複数の接続に関して、クライアントを同じサーバに固定できます。サービス 
プロバイダーまたは企業がクライアントとインターネットの接続にメガプロキシ

を使用している場合は、cookie またはこの章で説明するその他のスティッキ方

式の 1 つを使用してください。

ここでは、次の内容について説明します。

 • IP アドレス スティッキ設定のクイック スタート

 • IP アドレス スティッキ グループの作成

 • IP アドレス スティッキのタイムアウトの設定

 • IP アドレス スティッキ タイムアウトによるアクティブ接続の無効化

 • IP アドレス スティッキ テーブル エントリの複製

 • スタティック IP アドレス スティッキ テーブル エントリの設定

 • サーバ ファームと IP アドレス スティッキ グループの関連付け

 • IP アドレス スティッキの設定例 

IP アドレス スティッキ設定のクイック スタート

表 5-1 は、ACE にスティッキを設定するために必要な手順を簡潔にまとめたも

のです。各手順には、その作業を完了するために必要な CLI コマンド、または

手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマンドに関連付けられて

いるすべてのオプションについての詳細は、表 5-1 以降のセクションを参照して

ください。
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表 5-1 IP アドレス スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#

3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

4. スティッキ IP グループを作成し、スティッキ IP コンフィギュレーション 
モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky ip-netmask 255.255.255.0 address both 
GROUP1
host1/Admin(config-sticky-ip)# 

5. IP アドレス スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# timeout 720

6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-ip)# timeout activeconns
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7. 冗長構成のスイッチオーバーに備えて、スタンバイ コンテキストへのス

ティッキ テーブル情報の複製をイネーブルにします。ACE の冗長構成に

関する詳細は、『Cisco Application Control Engine Module Administration 
Guide』を参照してください。

host1/Admin(config-sticky-ip)# replicate sticky

8. サーバ ファームをスティッキ接続用のスティッキ グループと関連付けて、

任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマリ サーバ ファーム

およびバックアップ サーバ ファームのすべての実サーバの状態と結合し

ます。

host1/Admin(config-sticky-ip)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky

9. （任意）スタティック IP アドレス スティッキ エントリを設定します（各コ

ンテキストに 大 65535 のスタティック エントリ）。

host1/Admin(config-sticky-ip)# static client source 192.168.12.15 
destination 172.16.27.3 rserver SERVER1 2000

10. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

11. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

12. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

13. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

14. IP アドレス スティッキの設定を表示します。必要に応じて設定を変更し、

再度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

15.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-1 IP アドレス スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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IP アドレス スティッキ グループの作成

IP アドレス スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッキにリソース

が割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定についての設定の要

件および考慮事項」を参照）。

IP アドレス スティッキのスティッキ グループを作成するには、コンフィギュ

レーション モードで sticky ip-netmask コマンドを使用します。各 ACE に、

大 4096 のスティッキ グループを作成できます。このコマンドの構文は次のとお

りです。

sticky ip-netmask netmask address {source | destination | both} 
name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • ip netmask netmask - ACE が IP アドレスに適用するネットワーク マスクを

指定します。ドット付き 10 進表記でネットワーク マスクを入力します

（例：255.255.255.0）。

 • address - スティッキに使用される IP アドレスを指定します。address キー

ワードの後ろに次のいずれかのオプションを入力します。

 – source - ACE がクライアントをサーバに固定するために送信元 IP アド

レスを使用するように指定します。Web アプリケーション環境では通

常、このキーワードを使用します。

 – destination - ACE がクライアントをサーバに固定するために宛先アド

レスを使用するように指定します。キャッシュ環境では通常、このキー

ワードを使用します。

 – both - ACE がクライアントをサーバに固定するために送信元 IP アドレ

スと宛先 IP アドレスの両方を使用するように指定します。

 • name - スティッキ グループの固有識別情報。スペースを含まず引用符なし

の英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの両方に基づく IP アドレス ス
ティッキを使用するスティッキ グループを作成するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# sticky ip netmask 255.255.255.0 address both 
GROUP1
host1/Admin(config-sticky-ip)#

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no sticky ip netmask 255.255.255.0 address both 
GROUP1
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IP アドレス スティッキのタイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後、スティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の IP アドレス スティッキ情報を ACE が維持す

る時間です。モジュールが特定のスティッキ テーブル エントリと一致する新し

い接続をオープンしたり、既存の接続上で新たな HTTP GET を受信するたびに、

ACE はエントリのスティッキ タイマーをリセットします。接続率が高ければ、

スティッキ エントリがタイムアウトになる前にエージング アウトされることも

あります。

IP アドレス スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ IP コンフィ

ギュレーション モードで timeout minutes コマンドを使用します。このコマンド

の構文は次のとおりです。

timeout minutes

minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-ip)# no timeout 720

IP アドレス スティッキ タイムアウトによるアクティブ接続の
無効化

デフォルトでは、ACE は、スティッキ テーブル エントリのタイムアウト時間が

経過し、そのエントリと一致するアクティブ接続がなければ、そのエントリを

エージング アウトします。スティッキ タイマーの満了後、たとえアクティブ接

続があっても、ACE が IP アドレス スティッキ テーブルのエントリを タイムア

ウトにするように指定するには、スティッキ IP コンフィギュレーション モード

で timeout activeconns コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

timeout activeconns
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# timeout activeconns

アクティブな接続がある場合は IP アドレス スティッキ エントリをタイムアウト

にしないというデフォルトの動作に ACE を戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# no timeout activeconns

IP アドレス スティッキ テーブル エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE に IP アドレス スティッキ 
テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチオーバー発生

時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持できます。ACE が
スタンバイ ACE に IP アドレス スティッキ テーブル エントリを複製するように

設定するには、スティッキ IP コンフィギュレーション モードで replicate sticky 
コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

replicate sticky

（注） スタンバイ ACE 上の IP アドレス スティッキ テーブル エントリのタイマーは、

そのエントリがアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされ

ます。したがって、スタンバイ スティッキ エントリのライフタイムは、アク

ティブ エントリの 大 2 倍となる可能性があります。ただし、アクティブ ACE 
でそのエントリの期限が切れたり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリ

が作成されると、スタンバイ ACE 上の古いエントリは置き換えられます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、IP アドレス スティッキ テーブル エントリが複製

されないようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# no replicate sticky
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スタティック IP アドレス スティッキ テーブル エントリの設定

送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、または実サーバ名とポートに基づいてス

タティック スティッキ テーブル エントリを設定できます。スタティック ス
ティッキ IP 値は時間が経過しても変化しません。また複数のスタティック エン

トリを設定できます。

（注） スタティック エントリを設定すると、ACE はこれを即座にスティッキ テーブル

に入力します。 大 4096 のスタティック エントリを作成できます。

スタティック スティッキ IP テーブル エントリを設定するには、スティッキ IP 
コンフィギュレーション モードで static client コマンドを使用します。このコマ

ンドの構文は、スティッキ グループ作成時に選択した address オプションに

よって異なります。「IP アドレス スティッキ グループの作成」を参照してくだ

さい。

スティッキ グループに source オプションを設定した場合、このコマンドの構文

は次のようになります。

static client source ip_address rserver name [number]

スティッキ グループに destination オプションを設定した場合、このコマンドの

構文は次のようになります。

static client destination ip_address rserver name [number]

スティッキ グループに both オプションを設定した場合、このコマンドの構文は

次のようになります。

static client source ip_address [destination ip_address]{rserver name 
[number]}

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • source ip_address - 送信元 IP アドレスに基づくスタティック エントリを指

定します。ドット付き 10 進表記で IP アドレスを入力します（例：

192.168.12.15）。

 • destination ip_address - 宛先 IP アドレスに基づくスタティック エントリを

指定します。ドット付き 10 進表記で IP アドレスを入力します（例：

172.16.27.3）。
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 • rserver name - 実サーバ名に基づくスタティック エントリを指定します。ス

ペースを含まず引用符のない英数字で既存の実サーバ名を入力します（ 大 
64 文字）。

 • number - （任意）実サーバのポート番号。1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、およびサーバ名とポート番号

に基づくスタティック スティッキ エントリを設定するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-ip)# static client source 192.168.12.15 
destination 172.16.27.3 rserver SERVER1 2000

スティッキ テーブルからスタティック エントリを削除するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# no static client source 192.168.12.15 
destination 172.16.27.3 rserver SERVER1 2000

サーバ ファームと IP アドレス スティッキ グループの関連付け

スティッキ グループの設定を完了するには、グループにサーバ ファーム エント

リを設定する必要があります。スティッキ グループにサーバ ファーム エントリ

を設定するには、スティッキ IP コンフィギュレーション モードで serverfarm 
コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ ファームの識別子。

各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付けることができます。

 • backup name2 - （任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ

のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。
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（注） サーバ ファームのすべてのサーバで障害が発生し、バックアップ 
サーバ ファームを設定しなかった場合、ACE はコンテンツ要求に対

してクライアントにリセット（RST）を送信します。デフォルトで

バックアップ サーバ ファームを設定した場合、ACE はバックアッ

プ サーバ ファームのすべての実サーバの状態を考慮してから、VIP 
を非稼動にします。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバ

に障害が起こり、動作中のバックアップ サーバ ファーム内に 1 つ以

上の実サーバがある場合、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

 • sticky - （任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# serverfarm SFARM1 backup BKUP_SFARM2 
sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-ip)# no serverfarm

IP アドレス スティッキの設定例

次の例は、IP アドレス スティッキを定義している実行コンフィギュレーション

です。この例では、IP アドレス スティッキの設定を太字で示してあります。

これは、IP アドレス スティッキを使用する ACE の設定例です。この設定では、

トランザクションの完了に必要な場合、クライアントの送信元 IP アドレス、宛

先 IP アドレス、またはその両方により、後続の複数の接続に関してクライアン

トを同じサーバに固定できます。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

probe icmp ICMP
  interval 2
  faildetect 2
  passdetect interval 2

rserver host SERVER1
  ip address 192.168.252.240
  inservice
rserver host SERVER2
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  ip address 192.168.252.241
  inservice
rserver host SERVER3
  ip address 192.168.252.242
  inservice

serverfarm host SFARM1
  probe ICMP
  rserver SERVER1
    inservice
  rserver SERVER2
    inservice
  rserver SERVER3
    inservice

sticky ip-netmask 255.255.255.255 address both SGROUP1
  timeout 20
  replicate sticky
  serverfarm SFARM1

class-map match-all L4STICKY-IP_115:ANY_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.120.115 any
policy-map type loadbalance first-match L7PLBSF_STICKY-NETMASK_POLICY
  class class-default
    sticky-serverfarm SGROUP1
policy-map multi-match L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  class L4STICKY-IP_115:ANY_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7PLBSF_STICKY-NETMASK_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply
    nat dynamic 1 VLAN 120

interface vlan 120
  description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
  ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
  fragment chain 20
  fragment min-mtu 68
  access-group input ACL1
  nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.70 netmask 255.255.255.0 pat
  service-policy input L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254
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レイヤ 4 ペイロード スティッキの設定
ここでは、TCP ストリームまたは UDP パケットのデータ ストリングに基づいて

スティッキを設定する方法を説明します。クラス マップおよびポリシー マップ

を総称プロトコル（ACE によって明示的にサポートされていないプロトコル）

と一致するように設定し、ユーザ ID などのプロトコル パケットのデータ（ペイ

ロード）部分のストリングに基づいてクライアントを特定のサーバに固定できま

す。スティッキ設定では、ストリングは正規表現（regex）として定義し、ペイ

ロード内での位置はオフセットおよび長さとして定義します。詳細については、

第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を

参照してください。

正規表現で大量のメモリを使用するのを避けるため、レイヤ 4 ペイロード ス
ティッキを設定する場合は、次の注意事項に従うことを推奨します。

 • 1 つの VIP につき 1 つの一般規則だけを使用します。

 • 同じ VIP ではすべての一般規則について同じオフセットを使用します。

 • アプリケーションで機能する、できるだけ小さなオフセットを使用します。

 • 可能な場合は、レイヤ 4 ペイロード スティッキとレイヤ 4 ペイロード照合

を同時に導入するのを避けます（第 3 章「サーバ ロード バランシングに関

するトラフィック ポリシーの設定」を参照）。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

ここでは、次の内容について説明します。

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ設定のクイック スタート
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 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの作成

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ タイムアウトの設定

 • レイヤ 4 ペイロード タイムアウトによるアクティブ接続の無効化

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ エントリの複製

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ パラメータの設定

 • スタティック レイヤ 4 ペイロード スティッキ エントリの設定

 • サーバ ファームとレイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの関連付け

レイヤ 4 ペイロード スティッキ設定のクイック スタート

表 5-2 は、ACE にスティッキを設定するために必要な手順を簡潔にまとめたも

のです。各手順には、その作業を完了するために必要な CLI コマンド、または

手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマンドに関連付けられて

いるすべてのオプションについての詳細は、表 5-2 以降のセクションを参照して

ください。

表 5-2 レイヤ 4 ペイロード スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#
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3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

4. レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループを作成し、スティッキ レイヤ 4 
コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky layer4-payload L4_PAYLOAD_GROUP
host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# 

5. レイヤ 4 ペイロード スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# timeout 720

6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# timeout activeconns

7. 冗長構成のスイッチオーバーに備えて、スタンバイ コンテキストへのス

ティッキ テーブル情報の複製をイネーブルにします。ACE の冗長構成に

関する詳細は、『Cisco Application Control Engine Module Administration 
Guide』を参照してください。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# replicate sticky

8. サーバからの応答に対するスティッキ ラーニングをイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# response sticky

9. サーバ ファームをスティッキ接続用のスティッキ グループと関連付けて、

任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマリ サーバ ファーム

およびバックアップ サーバ ファームのすべての実サーバの状態と結合し

ます。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

10.（任意）レイヤ 4 ペイロードのオフセットと長さを指定し、ACE にス

ティッキのデータ部分だけを解析するよう指示します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# layer4-payload offset 250 
length 750 begin-pattern abc123

表 5-2 レイヤ 4 ペイロード スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの作成

レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッキに

リソースが割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定についての

設定の要件および考慮事項」を参照）。

レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループを作成するには、コンフィギュレー

ション モードで sticky layer4-payload コマンドを使用します。このコマンドの

構文は次のとおりです。

sticky layer4-payload name

11.（任意）1 つ以上のスタティック スティッキ ペイロード エントリを設定し

ます。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# static layer4-payload 
stingray rserver RS1 4000

12. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

13. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

14. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

15. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

16. レイヤ 4 ペイロード スティッキ設定を表示します。必要に応じて設定を変

更し、再度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

17.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-2 レイヤ 4 ペイロード スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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name 引数は、スティッキ グループの固有識別情報です。スペースを含まず引用

符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# sticky layer4-payload L4_PAYLOAD_GROUP
host1/Admin(config-sticky-l4payloa)#

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no sticky layer4-payload L4_PAYLOAD_GROUP

レイヤ 4 ペイロード スティッキ タイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続のレイヤ 4 ペイロード スティッキ情報を ACE が
維持する時間です。ACE が特定のスティッキ テーブル エントリと一致する新し

い接続をオープンするたびに モジュール はそのエントリのスティッキ タイマー

をリセットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ レイヤ 4 ペイロード コン

フィギュレーション モードで timeout minutes コマンドを使用します。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

timeout minutes

minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no timeout 720
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レイヤ 4 ペイロード タイムアウトによるアクティブ接続の無
効化

スティッキ タイマーの満了後、たとえアクティブ接続があっても、ACE が レイ

ヤ 4 ペイロード スティッキ テーブルのエントリをタイムアウトにするように指

定するには、スティッキ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーション モードで 
timeout activeconns コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおり

です。

timeout activeconns

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# timeout activeconns

アクティブな接続がある場合はレイヤ 4 ペイロード スティッキ エントリをタイ

ムアウトにしないというデフォルトの動作に ACE を戻すには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no timeout activeconns

レイヤ 4 ペイロード スティッキ エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE にレイヤ 4 ペイロード ス
ティッキ テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチオー

バー発生時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持できます。

ACE がスタンバイ ACE に スティッキ テーブル エントリを複製するように設定

するには、スティッキ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーション モードで 
replicate sticky コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

replicate sticky

（注） スタンバイ ACE 上のスティッキ テーブル エントリのタイマーは、そのエントリ

がアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされます。スタン

バイ スティッキ エントリのライフタイムは、アクティブ エントリの 大 2 倍と

なる可能性があります。ただし、アクティブ ACE でそのエントリの期限が切れ

たり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリが作成されると、スタンバイ 
ACE 上の古いエントリは置き換えられます。
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、スティッキ テーブル エントリが複製されないよう

にするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no replicate sticky

サーバ応答に対するスティッキ ラーニングのイネーブル化

レイヤ 4 ペイロード スティッキでは、ACE は指定されたオフセット、長さ、お

よびパターンに基づき、クライアント要求を解析します。「レイヤ 4 ペイロード 
スティッキ パラメータの設定」を参照してください。

ACE がサーバ応答を解析し、スティッキ ラーニングを実行するには、スティッ

キ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーション モードで response sticky コマ

ンドを使用します。ACE は、サーバ応答バイトのハッシュを使用して、ス

ティッキ データベースにデータを入力します。ACE は、次回同じバイトでクラ

イアント要求を受信した場合、そのクライアントを同じサーバに固定します。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

response sticky

たとえば、ACE がサーバからの応答バイトを解析してスティッキ ラーニングを

実行できるようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# response sticky

サーバ応答を解析せずに、スティッキ ラーニングを実行するというデフォルト

の動作に ACE をリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no response sticky

レイヤ 4 ペイロード スティッキ パラメータの設定

レイヤ 4 ペイロード値は時間の経過とともに変化し、クライアントとサーバ間の

トランザクション全体を通じて変化しないのはごくわずかな部分だけです。

ACE が特定サーバに接続を固定するために、ペイロードの変化しない部分を使
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用するように設定できます。ACE に使用させたいペイロード部分を定義するに

は、ペイロードのオフセットと長さの値を指定します。ACE はこれらの値をス

ティッキ テーブルに保存します。

また、ACE がクライアントを特定のサーバに固定するために使用する正規表現

に基づき、開始パターンと終了パターンを指定することもできます。正規表現の

詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポ
リシーの設定」の表 3-3 を参照してください。

ペイロードのオフセット、長さ、開始パターン、および終了パターンを設定する

には、スティッキ レイヤ 4 ペイロードコンフィギュレーション モードで 
layer4-payload コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

layer4-payload [offset number1] [length number2] [begin-pattern 
expression1] [end-pattern expression2]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • offset number1 - ペイロードの 初のバイトから無視するバイト数を示すこ

とにより、ACE が特定のサーバにクライアントを固定するために使用する

ペイロード部分を指定します。0 ～ 999 の整数を入力します。デフォルトは 
0 です。デフォルトでは、ACE はペイロードのどの部分も除外しません。

 • length number2 - ACE がクライアントをサーバに固定するために使用する

ペイロード部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトからの長さ）を指定し

ます。1 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルトはペイロード全体です。

TCP 接続では、max-parse length 値が offset 値後の残りのパケット部分の

値以下である場合に限り、ACE は解析を停止します。max-parse length 値
が、残りのパケット サイズより大きい場合は、ACE は、継続して待機し、

クライアントからさらにデータを受信します。

UDP では、ACE はパケットの 後に到達すると解析を停止します。

（注） 同じ layer4-payload コマンドで length オプションと end-pattern 
オプションの両方は指定できません。

 • begin-pattern expression1 - レイヤ 4 ペイロードの開始パターンおよびハッ

シュを行う前に照合するパターン ストリングを指定します。開始パターンを

指定しない場合、ACE はオフセット バイトの直後に解析を開始します。同

じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファームには、異なる開始パター

ンと終了パターンを設定できません （第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」を参照）。設定するパターンごとに、

引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文字以内で英数字を入力しま
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す。または、ストリング全体を引用符（"）で囲むことによって、スペースが

含まれるテキスト ストリングを入力することもできます。ACE は、ストリ

ング式の照合に正規表現を使用することをサポートします。第 3 章「サーバ 
ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」の  表 3-3 には、

ストリング式の照合に使用できる、サポート対象文字の一覧があります。

（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

 • end-pattern expression2 - ハッシュの終了をマークするパターンを指定しま

す。終了パターンまたは長さを指定しない場合、ACE はフィールドまたはパ

ケットの終了に到達するか、あるいは 大本体解析長に到達するまでデータ

の解析を継続します。同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファーム

には、異なる開始パターンと終了パターンを設定できません （第 3 章「サー

バ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照）。

（注） 同じ layer4-payload コマンドで length オプションと end-pattern 
オプションの両方は指定できません。

設定するパターンごとに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文
字以内で英数字を入力します。または、ストリング全体を引用符（"）で囲

むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力すること

もできます。ACE は、ストリング式の照合に正規表現を使用することをサ

ポートします。第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック 
ポリシーの設定」の  表 3-3 には、ストリング式の照合に使用できる、サ

ポート対象文字の一覧があります。
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# layer4-payload offset 250 length 
750 begin-pattern abc123

設定からペイロードのオフセットと長さを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no layer4-payload

スタティック レイヤ 4 ペイロード スティッキ エントリの設定

ACE が レイヤ 4 ペイロード（オプションとして実サーバ名とポート）に基づい

てエントリのスタティック スティッキ エントリを使用するように設定できます。

スタティック ペイロード値は常に一定です。複数のスタティック ペイロード エ
ントリを設定できますが、1 つのスタティック ペイロード値に対応付けることが

できるのは、重複しない 1 つの実サーバ名だけです。

（注） スタティック エントリを設定すると、ACE はこれを即座にスティッキ テーブル

に入力します。 大 4096 のスタティック エントリを作成できます。

スタティック レイヤ 4 ペイロード スティッキ エントリを設定するには、ス

ティッキ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーション モードで static 
layer4-payload コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

static layer4-payload value rserver name [number]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • value - ペイロード ストリング値 スペースを含まず引用符なしの英数字を入

力します（ 大 255 文字）。または、ストリング全体を引用符（"）で囲むこ

とによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力することもで

きます。

 • rserver name - 既存の実サーバのホスト名を指定します。

 • number - （任意）実サーバのポート番号。1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# static layer4-payload STINGRAY 
rserver SERVER1 4000

設定からスタティック ペイロード エントリを削除するには、次のように入力し

ます。
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host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no static layer4-payload STINGRAY 
rserver SERVER1 4000

サーバ ファームとレイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの
関連付け

スティッキ グループの設定を完了するには、グループにサーバ ファーム エント

リを設定する必要があります。スティッキ グループにサーバ ファーム エントリ

を設定するには、スティッキ レイヤ 4 ペイロードコンフィギュレーション モード

で serverfarm コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky] [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ ファームの識別子。

各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付けることができます。

 • backup name2 - （任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ

のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。

 • sticky - （任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。

 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no serverfarm
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HTTP コンテンツ スティッキの設定
ここでは、HTTP パケットのコンテンツ（ヘッダーではなくデータ）に基づいて

スティッキ機能を設定する方法を説明します。開始パターンおよび終了パターン

とともに正規表現として HTTP コンテンツのストリングを定義します。さらに

パケット データ内の位置をオフセットおよび長さとして定義します。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

ここでは、次の内容について説明します。

 • HTTP コンテンツ スティッキ設定のクイック スタート

 • HTTP コンテンツ スティッキ グループの作成

 • HTTP コンテンツ スティッキ タイムアウトの設定

 • スティッキ コンテンツ タイムアウトによるアクティブ接続の無効化

 • スティッキ コンテンツ エントリの複製

 • HTTP コンテンツ スティッキ パラメータの設定

 • スタティック HTTP コンテンツ の設定

 • サーバ ファームと HTTP コンテンツ スティッキ グループの関連付け
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HTTP コンテンツ スティッキ設定のクイック スタート

表 5-3 は、ACE に HTTP コンテンツ スティッキを設定するために必要な手順を

簡潔にまとめたものです。各手順には、その作業を完了するために必要な CLI 
コマンド、または手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマンド

に関連付けられているすべてのオプションについての詳細は、表 5-3 以降のセク

ションを参照してください。

表 5-3 HTTP コンテンツ スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#

3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

4. HTTP コンテンツ スティッキ グループを作成し、スティッキ コンテンツ 
コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky http-content HTTP_CONTENT_GROUP
host1/Admin(config-sticky-content)# 

5. HTTP コンテンツ スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-content)# timeout 720
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6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-content)# timeout activeconns

7. 冗長構成のスイッチオーバーに備えて、スタンバイ コンテキストへのス

ティッキ テーブル情報の複製をイネーブルにします。ACE の冗長構成に

関する詳細は、『Cisco Application Control Engine Module Administration 
Guide』を参照してください。

host1/Admin(config-sticky-content)# replicate sticky

8. サーバ ファームをスティッキ接続用のスティッキ グループと関連付けて、

任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマリ サーバ ファーム

およびバックアップ サーバ ファームのすべての実サーバの状態と結合し

ます。

host1/Admin(config-sticky-content)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

9. （任意）スティッキ コンテンツの開始パターン、終了パターン、オフセッ

ト、および長さを設定して、ACE がコンテンツの一部（コンテンツの変化

しない部分）だけをスティッキに使用するようにします。

host1/Admin(config-sticky-content)# content begin-pattern abc123* 
end-pattern *xyz890 offset 3000 length 1000

10.（任意）1 つ以上のスタティック スティッキ コンテンツ エントリを設定し

ます。

host1/Admin(config-sticky-content)# static content stingray 
rserver RS1 4000

11. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

12. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

13. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

14. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

表 5-3 HTTP コンテンツ スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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HTTP コンテンツ スティッキ グループの作成

HTTP コンテンツ スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッキにリ

ソースが割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定についての設

定の要件および考慮事項」を参照）。

ACE がスティッキに HTTP コンテンツを使用するように設定するには、コン

フィギュレーション モードで sticky http-content コマンドを使用します。各 
ACE に、 大 4096 のスティッキ グループを作成できます。このコマンドの構

文は次のとおりです。

sticky http-content name

name 引数は、スティッキ グループの固有識別情報です。スペースを含まず引用

符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、コンテンツ スティッキ用のスティッキ グループを作成するには、次

のように入力します。

host1/Admin(config)# sticky http-content HTTP_CONTENT_GROUP
host1/Admin(config-sticky-content)#

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no sticky http-content HTTP_CONTENT_GROUP

15. HTTP コンテンツ スティッキの設定を表示します。必要に応じて設定を変

更し、再度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

16. 設定の変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-3 HTTP コンテンツ スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
5-34
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 5 章      スティッキ機能の設定

HTTP コンテンツ スティッキの設定  
HTTP コンテンツ スティッキ タイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の HTTP コンテンツ スティッキ情報を ACE が維

持する時間です。ACE が特定のスティッキ テーブル エントリと一致する新しい

接続をオープンするたびに モジュール はそのエントリのスティッキ タイマーを

リセットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ コンテンツ コンフィギュ

レーション モードで timeout minutes コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

timeout minutes

minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-content)# no timeout 720

スティッキ コンテンツ タイムアウトによるアクティブ接続の
無効化

スティッキ タイマーの満了後、たとえアクティブ接続があっても、ACE が 
HTTP コンテンツ スティッキ テーブルのエントリをタイムアウトにするように指

定するには、スティッキ コンテンツ コンフィギュレーション モードで timeout 
activeconns コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

timeout activeconns

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# timeout activeconns

アクティブ接続があれば HTTP コンテンツ スティッキ エントリをタイムアウト

にしないというデフォルトの設定に ACE を戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# no timeout activeconns
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スティッキ コンテンツ エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE に HTTP コンテンツ スティッ

キ テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチオーバー発

生時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持できます。ACE 
がスタンバイ ACE に スティッキ テーブル エントリを複製するように設定する

には、スティッキ コンテンツ コンフィギュレーション モードで replicate sticky 
コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

replicate sticky

（注） スタンバイ ACE 上のスティッキ テーブル エントリのタイマーは、そのエントリ

がアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされます。した

がって、スタンバイ スティッキ エントリのライフタイムは、アクティブ エント

リの 大 2 倍となる可能性があります。ただし、アクティブ ACE でそのエント

リの期限が切れたり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリが作成される

と、スタンバイ ACE 上の古いエントリは置き換えられます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、スティッキ テーブル エントリが複製されないよう

にするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# no replicate sticky

HTTP コンテンツ スティッキ パラメータの設定

HTTP コンテンツは時間の経過とともに変化し、クライアントとサーバ間のトラ

ンザクション全体を通じて変化しないのはごくわずかな部分だけです。ACE が
特定サーバに接続を固定するために、コンテンツの変化しない部分を使用するよ

うに設定できます。ACE に使用させたいコンテンツ部分を定義するには、開始

パターン、終了パターン、オフセット、および長さの値を指定します。ACE は
これらの値をスティッキ テーブルに保存します。

HTTP コンテンツ スティッキ パラメータを設定するには、スティッキ コンテン

ツ コンフィギュレーション モードで content コマンドを使用します。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。
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content [offset number1] [length number2] [begin-pattern 
expression1] [end-pattern expression2]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • offset number1 - （任意）ペイロードの 初のバイトから無視するバイト数

を示すことにより、ACE が特定のサーバにクライアントを固定するために

使用するコンテンツ部分を指定します。0 ～ 999 の整数を入力します。デ

フォルトは 0 です。デフォルトでは、ACE はコンテンツのどの部分も除外

しません。

オフセットと長さは 0 ～ 1000 バイトまで変更できます。コンテンツ ストリ

ングがオフセットよりも長く、オフセット + ストリングの長さの値よりも短

い場合、ACE は、オフセット値の後ろのバイトを始点とし、オフセット + 
長さで指定されるバイトを終点するコンテンツ部分に基づいて接続を固定し

ます。オフセットと長さの合計は、1000 バイト以下にする必要があります。

 • length number2 - ACE がクライアントをサーバに固定するために使用する

コンテンツ部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトからの長さ）を指定し

ます。1 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルトはペイロード全体です。

（注） 同じ content コマンドで length オプションと end-pattern オプショ

ンの両方は指定できません。

 • begin-pattern expression1 - （任意）HTTP コンテンツ ペイロードの開始パ

ターンおよびハッシュを行う前に照合するパターン ストリングを指定しま

す。開始パターンを指定しない場合、ACE はオフセット バイトの直後に解

析を開始します。同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファームに

は、異なる開始パターンと終了パターンを設定できません （第 3 章「サー

バ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照）。

設定するパターンごとに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文
字以内で英数字を入力します。または、ストリング全体を引用符（"）で囲

むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力すること

もできます。ACE は、ストリング式の照合に正規表現を使用することをサ

ポートします。ストリング表現の照合に使用できる、サポート対象文字の一

覧については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック 
ポリシーの設定」の表 3-3 を参照してください。
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（注） データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑

問符（?）が文字通りの意味を持たないことに注意してください。こ

れらの記号を照合する場合は、角カッコ（[ ]）を使用します。たと

えば、www.xyz.com の代わりに www[.]xyz[.]com を入力します。

ドット（.）または疑問符（?）のエスケープとしてバックスラッ

シュ（\）を使用することもできます。

 • end-pattern expression2 - （任意）ハッシュの終了パターンを指定します。

終了パターンまたは長さを指定しない場合、ACE はフィールドまたはパ

ケットの終了に到達するか、あるいは 大本体解析長に到達するまでデータ

の解析を継続します。同じトラフィック分類に属する異なるサーバ ファー

ムには、異なる開始パターンと終了パターンを設定できません （第 3 章
「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参

照）。

設定するパターンごとに、引用符で囲まずにスペースを入れないで、255 文
字以内で英数字を入力します。または、ストリング全体を引用符（"）で囲

むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力すること

もできます。ACE は、ストリング式の照合に正規表現を使用することをサ

ポートします。ストリング表現の照合に使用できる、サポート対象文字の一

覧については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック 
ポリシーの設定」の表 3-3 を参照してください。

（注） 同じ content コマンドで length オプションと end-pattern オプショ

ンの両方は指定できません。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# content begin-pattern abc123* 
end-pattern *xyz890 offset 500 length 1000

コンフィギュレーションから コンテンツ パラメータを削除するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# no content offset
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スタティック HTTP コンテンツ の設定

ACE が スタティック コンテンツ エントリ（オプションとして実サーバ名とポー

ト）を使用するよう設定できます。スタティック コンテンツ エントリは常に一

定です。複数のスタティック コンテンツ エントリを設定できますが、1 つのス

タティック コンテンツ ストリングに対応付けることができるのは、重複しない 
1 つの実サーバ名だけです。

（注） スタティック エントリを設定すると、ACE はこれを即座にスティッキ テーブル

に入力します。 大 4096 のスタティック エントリを作成できます。

スタティック コンテンツ エントリを設定するには、スティッキ コンテンツ コン

フィギュレーション モードで static content コマンドを使用します。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

static content value rserver name [number]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • value - コンテンツ ストリング値 スペースを含まず引用符なしの英数字を入

力します（ 大 255 文字）。または、ストリング全体を引用符（"）で囲むこ

とによって、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力することもで

きます。

 • rserver name - 既存の実サーバのホスト名を指定します。

 • number - （任意）実サーバのポート番号。1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、スタティック コンテンツ エントリを作成するには、次のように入力

します。

host1/Admin(config-sticky-content)# static content STINGRAY rserver 
SERVER1 4000

設定からスタティック コンテンツ エントリを削除するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-content)# no static content STINGRAY rserver 
SERVER1 4000
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サーバ ファームと HTTP コンテンツ スティッキ グループの
関連付け

スティッキ グループの設定を完了するには、グループにサーバ ファーム エント

リを設定する必要があります。スティッキ グループにサーバ ファーム エントリ

を設定するには、スティッキ コンテンツ コンフィギュレーション モードで 
serverfarm コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky] [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ ファームの識別子。

各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付けることができます。

 • backup name2 - （任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ

のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。

 • sticky - （任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。

 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-content)# no serverfarm
5-40
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 5 章      スティッキ機能の設定

HTTP cookie スティッキの設定  
HTTP cookie スティッキの設定
ここでは、HTTP cookie に基づくスティッキの設定方法を説明します。ACE は
次の箇所から cookie 値を学習します。

 • クライアントの要求内の HTTP ヘッダー

 • サーバがクライアントに送信する Set-Cookie メッセージ

 • Web ページの URL

クライアントがサーバに HTTP を要求すると、サーバは通常、クライアントへ

の応答内の Set-Cookie メッセージで cookie を送信します。ほとんどの場合、ク

ライアントは後続の HTTP 要求で同じ cookie 値を返します。ACE はこの一致値

に基づいて、クライアントを同じサーバに固定します。通常の Web クライアン

トが Web を使用する場合は、通常この方式が使用されます。

ただし、使用環境によっては、クライアントのブラウザが cookie をサポートで

きないこともあります。その場合、この cookie スティッキ接続は使用できませ

ん。この問題に対処するため、ACE は URL ストリングに埋め込まれた cookie 
の名前と値を抽出できます。この機能を使用できるのは、サーバが Web ページ

上の URL リンクに cookie を埋め込む場合だけです。

クライアントとサーバの動作およびフレーム シーケンスによっては、HTTP ヘッ

ダーや Set-Cookie メッセージ内、または URL 内に埋め込まれた標準 HTTP 
cookie に同じ cookie 値が示されることもあります。実際の cookie 名は、その 
cookie がURL に埋め込まれるのか、HTTP ヘッダーに表示されるのかによって異

なる場合もあります。cookie と URL で異なる名前が使用されるのは、これら 2 つ
のパラメータがサーバ上で設定可能であり、異なる名前に設定されることが多い

ためです。たとえば、Set-Cookie 名は次のように設定される場合があります。

Set-Cookie: session_cookie = 123

URL は次のように設定される場合があります。

http://www.example.com/?session-id=123

クライアントの要求に cookie が含まれていない場合、ACE は、ACE に設定さ

れているセッション ID ストリング（?session-id=）を探します。このストリン

グに関連付けられている値は、ACE がキャッシュで探索するセッション ID 番号

です。ACE は要求情報を持つサーバとセッション ID を照合し、一致すれば、そ

のサーバにクライアントの要求を送信します。

sticky コマンドの name 引数は、HTTP ヘッダー内の cookie 名です。cookie 
secondary コマンドの name 引数は、URL に示される cookie 名です。
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デフォルトでは、cookie、HTTP ヘッダーまたは URL のチェックのために ACE 
が解析するバイト数は 大 2048 です。cookie、HTTP ヘッダーまたは URL が
このデフォルト値を超えると、ACE はそのパケットを廃棄し、クライアントの

ブラウザに RST（reset）を送信します。ACE に解析させるバイト数を増やすに

は、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで set 
header-maxparse-length コマンドを使用します。 大解析長の設定に関する詳

細は、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設

定」を参照してください。

また、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで 
length-exceed コマンドを使用して、cookie、ヘッダー、または URL の長さが

大解析長を超過した場合の ACE のデフォルト動作を変更することもできま

す。詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィッ

ク ポリシーの設定」を参照してください。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの正規表現（regex）のインスタン

スを 大 1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、
RADIUS、RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに

適用されます。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

ここでは、次の内容について説明します。

 • HTTP cookie スティッキ設定のクイック スタート

 • HTTP cookie スティッキ グループの作成

 • cookie スティッキのタイムアウトの設定

 • スティッキ cookie タイムアウトによるアクティブ接続の無効化

 • cookie スティッキ エントリの複製

 • cookie 挿入のイネーブル化

 • HTTP cookie のオフセットと長さの設定
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 • セカンダリ cookie の設定

 • スタティック cookie の設定

 • サーバ ファームと HTTP cookie スティッキ グループの関連付け

 • HTTP cookie スティッキの設定例

HTTP cookie スティッキ設定のクイック スタート

表 5-4 は、ACE にスティッキを設定するために必要な手順を簡潔にまとめたも

のです。各手順には、その作業を完了するために必要な CLI コマンド、または

手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマンドに関連付けられて

いるすべてのオプションについての詳細は、表 5-4 以降のセクションを参照して

ください。

表 5-4 HTTP cookie スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#

3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。
5-43
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド         

OL-11867-01-J



  

第 5 章      スティッキ機能の設定        

HTTP cookie スティッキの設定
4. HTTP cookie スティッキ グループを作成し、スティッキ cookie コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky http-cookie cisco.com GROUP2
host1/Admin(config-sticky-cookie)# 

5. HTTP cookie スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# timeout 720

6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# timeout activeconns

7. 冗長構成のスイッチオーバーに備えて、スタンバイ コンテキストへのス

ティッキ テーブル情報の複製をイネーブルにします。ACE の冗長構成に

関する詳細は、『Cisco Application Control Engine Module Administration 
Guide』を参照してください。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# replicate sticky

8. サーバ ファームをスティッキ接続用のスティッキ グループと関連付けて、

任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマリ サーバ ファーム

およびバックアップ サーバ ファームのすべての実サーバと結合します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

9. （任意）cookie 挿入をイネーブルにして、ACE がサーバからクライアント

への応答の Set-Cookie ヘッダーに cookie を挿入できるようにします。

サーバが適切な cookie を設定しない場合は、このコマンドを使用してくだ

さい。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# cookie insert browser-expire

10.（任意）cookie スティッキのオフセットと長さを設定して、ACE が cookie 
の一部（cookie の変化しない部分）だけをスティッキに使用するようにし

ます。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# cookie offset 3000 length 1000

11.（任意）ACE がクライアントからの HTTP 要求の URL ストリングに示さ

れる代替 cookie を使用するように設定します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# cookie secondary 
arrowpoint.com

表 5-4 HTTP cookie スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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HTTP cookie スティッキ グループの作成

HTTP cookie スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッキにリソー

スが割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定についての設定の

要件および考慮事項」を参照）。

クライアント要求の HTTP ヘッダーまたはサーバがクライアントに送信する 
Set-Cookie メッセージから ACE が cookie を学習するように設定できます。

ACE は、学習した cookie を使用して、トランザクション中にクライアントと

サーバを固定します。

12.（任意）1 つ以上のスタティック スティッキ cookie エントリを設定します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# static cookie-value corvette 
rserver SERVER1 4000

13. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

14. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

15. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

16. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

17. HTTP cookie スティッキの設定を表示します。必要に応じて設定を変更

し、再度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

18.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-4 HTTP cookie スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ACE がスティッキに HTTP cookie を使用するように設定するには、コンフィ

ギュレーション モードで sticky http-cookie コマンドを使用します。各 ACE 
に、 大 4096 のスティッキ グループを作成できます。このコマンドの構文は次

のとおりです。

sticky http-cookie name1 name2

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • http-cookie name1 - ACE がクライアント要求の HTTP ヘッダーまたはサー

バからの Set-Cookie メッセージから cookie 値を学習するように設定しま

す。スペースを含まず引用符のない英数字で cookie の固有識別情報を入力

します（ 大 64 文字）。

 • name2 - スティッキ グループの固有識別情報。スペースを含まず引用符なし

の英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、cookie スティッキ用のスティッキ グループを作成するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# sticky http-cookie cisco.com GROUP3
host1/Admin(config-sticky-cookie)#

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no sticky http-cookie cisco.com GROUP3

cookie スティッキのタイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の HTTP cookie スティッキ情報を ACE が維持す

る時間です。ACE は、モジュールが特定のスティッキ テーブル エントリと一致

する新しい接続をオープンするたびにそのエントリのスティッキ タイマーをリ

セットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ cookie コンフィギュレー

ション モードで timeout minutes コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

timeout minutes

minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no timeout 720

スティッキ cookie タイムアウトによるアクティブ接続の無
効化

スティッキ タイマーの満了後、たとえアクティブ接続があっても、ACE が 
HTTP cookie スティッキ テーブルのエントリをタイムアウトにするように指定

するには、スティッキ cookie コンフィギュレーション モードで timeout 
activeconns コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

timeout activeconns

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# timeout activeconns

アクティブ接続があれば、HTTP cookie スティッキ エントリをタイムアウトに

しないというデフォルトの設定に ACE を戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no timeout activeconns

cookie スティッキ エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE に HTTP cookie スティッキ 
テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチオーバー発生

時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持できます。ACE が
スタンバイ ACE にスティッキ テーブル エントリを複製するように設定するに

は、スティッキ cookie コンフィギュレーション モードで replicate sticky コマ

ンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

replicate sticky
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（注） スタンバイ ACE 上のスティッキ テーブル エントリのタイマーは、そのエントリ

がアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされます。した

がって、スタンバイ スティッキ エントリのライフタイムは、アクティブ エント

リの 大 2 倍となる可能性があります。ただし、アクティブ ACE でそのエント

リの期限が切れたり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリが作成される

と、スタンバイ ACE 上の古いエントリは置き換えられます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、スティッキ テーブル エントリが複製されないよう

にするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no replicate sticky

cookie 挿入のイネーブル化

サーバが適切な cookie を設定しない場合にセッション cookie による固定を実行

するには、cookie 挿入機能を使用します。この機能をイネーブルにすると、

ACE はサーバからクライアントへの応答の Set-Cookie ヘッダーに cookie を挿

入します。ACE は、クライアントが受信する応答の送信元サーバを識別できる

ように cookie 値を選択します。同じトランザクションの後続の接続については、

クライアントは cookieを 使用して同じサーバに固定します。

（注） TCP サーバ再利用または持続性再バランスのどちらかがイネーブルの場合、

ACE はあらゆるクライアント要求に cookie を挿入します。TCP サーバの再利用

については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリ

シーの設定」の「TCP サーバ再利用の設定」を参照してください。固定再バラ

ンスについては、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポ
リシーの設定」の「HTTP 持続性再バランスのイネーブル化」を参照してくださ

い。

cookie 挿入をイネーブルにするには、スティッキ cookie コンフィギュレーショ

ン モードで cookie insert コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のと

おりです。

cookie insert [browser-expire] 
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オプションの browser-expire キーワードを使用すると、クライアントのブラウ

ザはセッション終了時に cookie を期限切れにします。

たとえば、cookie 挿入をイネーブルにして、ブラウザが cookie を期限切れにす

るように設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# cookie insert browser-expire 

cookie 挿入をディセーブルにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no cookie insert browser-expire

HTTP cookie のオフセットと長さの設定

HTTP cookie 値は時間の経過とともに変化し、クライアントとサーバ間のトラ

ンザクション全体を通じて変化しないのはごくわずかな部分だけです。ACE が
特定サーバに接続を固定するために、cookie の変化しない部分を使用するよう

に設定できます。ACE に使用させたい cookie 部分を定義するには、cookie のオ

フセットと長さの値を指定します。ACE はこれらの値をスティッキ テーブルに

保存します。

cookie のオフセットと長さを設定するには、スティッキ cookie コンフィギュ

レーション モードで cookie offset コマンドを使用します。このコマンドの構文

は次のとおりです。

cookie offset number1 length number2

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • offset number1 - cookie の 初のバイトから無視するバイト数を示すことに

より、ACE が特定のサーバにクライアントを固定するために使用する 
cookie 部分を指定します。0 ～ 999 の整数を入力します。デフォルトは 0 で
す。デフォルトでは、ACE は cookie のどの部分も除外しません。

 • length number2 - ACE がクライアントをサーバに固定するために使用する 
cookie 部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトからの長さ）を指定しま

す。1 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルト値は 1000 です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# cookie offset 500 length 1000

設定から cookie のオフセットと長さを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no cookie offset
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セカンダリ cookie の設定

サーバ上の Web ページの URL ストリングに示されている代替 cookie 名を設定

することもできます。ACE は、クライアントとサーバのスティッキ接続を維持

するためにこの cookie を使用し、スティッキ テーブルにセカンダリ エントリを

追加します。セカンダリ cookie を設定するには、スティッキ cookie コンフィ

ギュレーション モードで cookie sedondary コマンドを使用します。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

cookie secondary name

スペースを含まず、引用符なしの英数字で cookie 名を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# cookie secondary mysite.com

設定からセカンダリ cookie を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no cookie secondary mysite.com

スタティック cookie の設定

ACE が cookie 値（オプションとして実サーバ名とポート）に基づいてエントリ

のスタティック cookie を使用するように設定できます。スタティック cookie 値
は常に一定です。複数のスタティック cookie エントリを設定できますが、1 つ
のスタティック cookie 値に対応付けることができるのは、重複しない 1 つの実

サーバ名だけです。

（注） スタティック エントリを設定すると、ACE はこれを即座にスティッキ テーブル

に入力します。 大 4096 のスタティック エントリを作成できます。

スタティック cookie を設定するには、スティッキ cookie コンフィギュレーショ

ン モードで static cookie-value コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

static cookie-value value rserver name [number]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。
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 • value - cookie ストリング値 スペースを含まず引用符なしの英数字を入力し

ます（ 大 255 文字）。ただし、ストリングを引用符（"）で囲む場合は、ス

ペースを含むテキスト ストリングを入力できます。

 • rserver name - 既存の実サーバのホスト名を指定します。

 • number - （任意）実サーバのポート番号。1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# static cookie-value CORVETTE 
rserver SERVER1 4000

設定からスタティック cookie を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no static cookie-value CORVETTE 
rserver SERVER1 4000

サーバ ファームと HTTP cookie スティッキ グループの関連
付け

スティッキ グループの設定を完了するには、グループにサーバ ファーム エント

リを設定する必要があります。スティッキ グループにサーバ ファーム エントリ

を設定するには、スティッキ cookie コンフィギュレーション モードで 
serverfarm コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky] [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ ファームの識別子。

各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付けることができます。

 • backup name2 - （任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ

のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。

 • sticky - （任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。
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 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-cookie)# no serverfarm

HTTP cookie スティッキの設定例

次の例は、HTTP cookie スティッキを定義している実行コンフィギュレーショ

ンです。この例では、HTTP cookie スティッキの設定が太字で示してあります。

この設定では、ACE は HTTP cookie スティッキを使用して、トランザクション

中にサーバ ファームの指定サーバとの特定の接続が維持されるようにします。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

probe icmp ICMP
  interval 2
  faildetect 2
  passdetect interval 2

rserver host SERVER1
  ip address 192.168.252.240
  inservice
rserver host SERVER2
  ip address 192.168.252.241
  inservice
rserver host SERVER3
  ip address 192.168.252.242
  inservice
serverfarm host SFARM1
  probe ICMP
  rserver SERVER1
    inservice
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  rserver SERVER2
    inservice
  rserver SERVER3
    inservice

sticky http-cookie COOKIE_TEST COOKIE-GROUP
  serverfarm SFARM1

class-map match-all L4STICKY-COOKIE-VIP_127:80_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.120.127 tcp eq www 
policy-map type loadbalance first-match L7PLBSF_STICKY-COOKIE_POLICY
  class class-default
    sticky-serverfarm COOKIE-GROUP
policy-map multi-match L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  class L4STICKY-COOKIE-VIP_127:80_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7PLBSF_STICKY-COOKIE_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply
    nat dynamic 1 vlan 120
    appl-parameter http advanced-options PERSIST-REBALANCE

interface vlan 120
  description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
  ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
  fragment chain 20
  fragment min-mtu 68
  access-group input ACL1
  nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.70 netmask 255.255.255.0 pat
  service-policy input L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254

HTTP ヘッダー スティッキの設定
クライアントは、サーバのサービスを要求する際に、ACE に要求を送信します。

要求には、ACE がスティッキの提供に使用できるフィールドが含まれる HTTP 
ヘッダーが含まれています。このプロセスによって、同じクライアントからの接

続が同じ SLB ポリシーと一致すれば、後続の接続には HTTP ヘッダー フィール

ドに基づいて確実に同じサーバが使用されます。HTTP については、任意のサ

ポートされているプロトコル ヘッダー名を指定することも、また標準プロトコ

ル ヘッダーの 1 つを選択することもできます。
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デフォルトでは、ACE CLI は大文字と小文字を区別します。たとえば、ACE は
スティッキ グループ名 http_sticky_group1 と HTTP_STICKY_GROUP1 を異な

るグループ名として処理します。CLI が HTTP 関連のすべてのパラメータに対

して大文字と小文字を区別しないように設定するには、HTTP パラメータ マッ

プに case-insensitive コマンドを入力し、そのパラメータ マップをレイヤ 3 およ

びレイヤ 4 SLB ポリシー マップと関連付けるだけです。詳細は、第 3 章「サー

バ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」の「HTTP パラ

メータ マップの設定」を参照してください。

デフォルトでは、cookie、HTTP ヘッダーまたは URL のチェックのために ACE 
が解析するバイト数は 大 2048 です。cookie、HTTP ヘッダーまたは URL が
このデフォルト値を超えると、ACE はそのパケットを廃棄し、クライアントの

ブラウザに RST（reset）を送信します。ACE に解析させるバイト数を増やすに

は、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで set 
header-maxparse-length コマンドを使用します。 大解析長の設定に関する詳

細は、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設

定」を参照してください。

また、HTTP パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで 
length-exceed コマンドを使用して、cookie、ヘッダー、または URL の長さが

大解析長を超過した場合の ACE のデフォルト動作を変更することもできま

す。詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィッ

ク ポリシーの設定」を参照してください。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

ここでは、次の内容について説明します。

 • HTTP ヘッダー スティッキ設定のクイック スタート
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 • HTTP ヘッダー スティッキ グループの作成

 • HTTP ヘッダー スティッキのタイムアウトの設定

 • HTTP ヘッダー スティッキ タイムアウトによるアクティブ接続の無効化

 • HTTP ヘッダー スティッキ エントリの複製

 • HTTP ヘッダーのオフセットと長さの設定

 • スタティック HTTP ヘッダー スティッキ エントリの設定

 • サーバ ファームと HTTP ヘッダー スティッキ グループの関連付け

 • HTTP ヘッダー スティッキの設定例

HTTP ヘッダー スティッキ設定のクイック スタート

表 5-5 は、ACE にヘッダー スティッキを設定するために必要な手順を簡潔にま

とめたものです。各手順には、その作業を完了するために必要な CLI コマンド、

または手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマンドに関連付け

られているすべてのオプションについての詳細は、表 5-5 以降のセクションを参

照してください。

表 5-5 HTTP ヘッダー スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#
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3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

4. HTTP ヘッダー スティッキ グループを作成し、スティッキ ヘッダー コン

フィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky http-header Host HTTP_GROUP
host1/Admin(config-sticky-header)# 

5. ヘッダー スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout 720

6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout activeconns

7. スイッチオーバーに備えて、ヘッダー スティッキ テーブル情報をスタン

バイ コンテキストに複製する機能をイネーブルにします。このコマンドは

冗長構成で使用します。ACE の冗長構成に関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してく

ださい。

host1/Admin(config-sticky-header)# replicate sticky

8. サーバ ファームをスティッキ接続用のスティッキ グループと関連付けて、

任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマリ サーバ ファーム

およびバックアップ サーバ ファームのすべての実サーバの状態と結合し

ます。

host1/Admin(config-sticky-ssl)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

9. （任意）ヘッダー スティッキのオフセットと長さを設定して、ACE が ヘッ

ダー の一部（ヘッダーの変化しない部分）だけをスティッキに使用するよ

うにします。

host1/Admin(config-sticky-header)# header offset 3000 length 1000

表 5-5 HTTP ヘッダー スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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HTTP ヘッダー スティッキ グループの作成

ヘッダー スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッキにリソースが

割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定についての設定の要件

および考慮事項」を参照）。

ヘッダー スティッキ グループを作成して、ACE が HTTP ヘッダー フィールド

に基づいてクライアント接続を同じ実サーバに固定できるようにするには、コン

フィギュレーション モードで sticky http-header コマンドを使用します。各 
ACE に、 大 4096 のスティッキ グループを作成できます。このコマンドの構

文は次のとおりです。

sticky http-header name1 name2

10.（任意）1 つ以上のスタティック ヘッダー スティッキ エントリを設定します。

host1/Admin(config-sticky-header)# static header Host rserver 
SERVER1 4000

11. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

12. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

13. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

14. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

15. ヘッダー スティッキの設定を表示します。必要に応じて設定を変更し、再

度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

16.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-5 HTTP ヘッダー スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • http-header name1 - HTTP ヘッダーに基づくスティッキを指定します。ス

ペースを含まず引用符なしの英数字で HTTP ヘッダー 名を入力します（

大 64 文字）。あるいは、表 5-6 に記載されている標準 HTTP ヘッダーの 1 つ
を選択することもできます。

表 5-6 標準 HTTP ヘッダー フィールド 

フィールド名 説明

Accept 要求への応答で受け入れることのできる表現スキー

ム（コンテンツ タイプ メタ情報値）のリスト（項

目間の区切りはセミコロン）

Accept-Charset 応答に受け入れることのできる文字セット。この

フィールドによって、より広範囲の文字セットまた

は特定目的の文字セットを理解できるクライアント

は、これらの文字セットで文書を表現できるサーバ

に、その能力を知らせます。

Accept-Encoding ユーザがサーバから受け入れることのできるコンテ

ンツ符号化方式

Accept-Language その文書の言語の ISO コード。この言語コードは、

ISO 3316 言語コードと、国による差異を指定する

オプションの ISO639 国コードです。 
Authorization ユーザ エージェントが通常、401 応答を受信したあと

で、サーバに対して自ら認証することを指定します。

Cache-Control 要求 -応答チェーンのすべてのキャッシング メカニ

ズムが従わなければならないディレクティブ。この

ディレクティブはキャッシュが要求または応答に悪

影響を及ぼすのを防ぐための動作を指定します。

Connection 送信側が接続オプションを指定できるよう指定します。

Content-MD5 エンドツーエンド インテグリティ チェックを提供

する entity-body の MD5 ダイジェスト。このヘッ

ダー フィールドを生成できるのは、クライアントま

たはオリジン サーバだけです。

Expect クライアントが要求する動作をサーバに伝えるため

にクライアントが使用します。

From 要求側ユーザ エージェントを制御する担当者の E 
メール アドレス
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Host 要求されているリソースのインターネット ホストお

よびポート番号（ユーザまたは参照リソースによっ

て与えられたオリジナルの URI から取得）。Host 
フィールドの値は、オリジナル URL に示されるオ

リジン サーバ、またはゲートウェイの命名機関を表

していなければなりません。

If-Match 条件付きの方式で使用します。リソースから以前に 
1 つ以上のエンティティを取得したクライアントは、

If-Match ヘッダー フィールド内に、関連付けられ

ているエンティティ タグのリストを含めることに

よって、これらのいずれかのエンティティが 新の

値であることを確認できます。この機能により、

小のトランザクション オーバーヘッドでキャッシュ

情報を効率的にアップデートできます。この機能

は、要求のアップデート時にリソースの不適切な

バージョンによる改悪を防ぐためにも使用されま

す。特殊な例として、値「*」はリソースのあらゆ

る 新エンティティと一致します。

Pragma Pragma ディレクティブを通じて、サーバはこの

ディレクティブが何に該当するかを理解します。構

文は、HTTP の他の複数値フィールド（accept 
フィールドなど）と同じで、カンマ区切り方式のエ

ントリ リストです。オプションのパラメータはセミ

コロンで区切られます。

Referer 要求内の URI の取得元リソースのアドレス（URI）
Transfer-Encoding 送信者と受信者の間で安全に伝送するために、どの

タイプのトランスフォーメーションがメッセージ ボ
ディに適用されたか（該当する場合）。

表 5-6 標準 HTTP ヘッダー フィールド （続き）

フィールド名 説明
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 • name2 - スティッキ グループの固有識別情報。スペースを含まず引用符なし

の英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、HTTP ヘッダー スティッキ用のグループを作成するには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# sticky http-header Host HTTP_GROUP

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no sticky http-header Host 
HTTP_GROUP

HTTP ヘッダー スティッキのタイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の HTTP ヘッダー スティッキ情報を ACE が維持

する時間です。ACE が特定のスティッキ テーブル エントリと一致する新しい接

続をオープンするたびに モジュール はそのエントリのスティッキ タイマーをリ

セットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュ

レーション モードで timeout コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

timeout minutes

User-Agent ユーザ エージェントについての情報（要求の送信元

ソフトウェア プログラムなど）。この情報は、統計、

プロトコル違反のトレース、特定ユーザ エージェン

トの制限を回避するための応答カスタマイズに対す

るユーザ エージェントの自動認識などに使用されま

す。

Via 要求上のユーザ エージェントとサーバの間、および

応答上のオリジン サーバとクライアントの間にある

中間のプロトコルおよび受信者を示すためにゲート

ウェイとプロキシが使用します。

表 5-6 標準 HTTP ヘッダー フィールド （続き）

フィールド名 説明
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minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-header)# no timeout 720

HTTP ヘッダー スティッキ タイムアウトによるアクティブ接
続の無効化

スティッキ タイマーの満了後、たとえアクティブ接続があっても、ACE が 
HTTP ヘッダー スティッキ テーブルのエントリをタイムアウトにするように指

定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュレーション モードで timeout 
activeconns コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

timeout activeconns

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout activeconns

アクティブ接続があればヘッダー スティッキ エントリをタイムアウトにしない

というデフォルトの設定に ACE を戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no timeout activeconns

HTTP ヘッダー スティッキ エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE に HTTP ヘッダー スティッキ 
テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチオーバー発生

時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持できます。ACE が
スタンバイ ACE にヘッダー スティッキ テーブル エントリを複製するように設

定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュレーション モードで replicate 
sticky コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

replicate sticky
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（注） スタンバイ ACE 上のスティッキ テーブル エントリのタイマーは、そのエントリ

がアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされます。した

がって、スタンバイ スティッキ エントリのライフタイムは、アクティブ エント

リの 大 2 倍となる可能性があります。ただし、アクティブ ACE でそのエント

リの期限が切れたり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリが作成される

と、スタンバイ ACE 上の古いエントリは置き換えられます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、スティッキ テーブル エントリが複製されないよう

にするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no replicate sticky

HTTP ヘッダーのオフセットと長さの設定

特定サーバに接続を固定するために、ACE が HTTP ヘッダーの一部を使用する

ように設定できます。ACE に使用させたいヘッダー部分を定義するには、ヘッ

ダーのオフセットと長さの値を指定します。ACE はこれらの値をスティッキ 
テーブルに保存します。

ヘッダーのオフセットと長さを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィ

ギュレーション モードで header コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

header offset number1 length number2

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • offset number1 - ヘッダーの 初のバイトから無視するバイト数を示すこと

により、ACE が特定のサーバにクライアントを固定するために使用する

ヘッダー部分を指定します。0 ～ 999 の整数を入力します。デフォルトは 0 
です。デフォルトでは、ACE はヘッダーのどの部分も除外しません。

 • length number2 - ACE がクライアントをサーバに固定するために使用する

ヘッダー部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトからの長さ）を指定しま

す。1 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルト値は 1000 です。

たとえば、次のように入力します。
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host1/Admin(config-sticky-header)# header offset 500 length 1000

設定からヘッダーのオフセットと長さを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no header offset

スタティック HTTP ヘッダー スティッキ エントリの設定

HTTP ヘッダー値（オプションで実サーバ名およびポート）に基づくスタティッ

ク ヘッダー スティッキ エントリを設定できます。スタティック スティッキ値は

常に一定です。複数のヘッダー スタティック エントリを設定できますが、1 つ
のスタティック ヘッダー スティッキ値に対応付けることができるのは、重複し

ない 1 つの実サーバ名だけです。

（注） スタティック エントリを設定すると、ACE はこれを即座にスティッキ テーブル

に入力します。 大 4096 のスタティック エントリを作成できます。

スタティック HTTP ヘッダー を設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィ

ギュレーション モードで static header-value コマンドを使用します。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

static header-value value rserver name [number]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • value - ヘッダー値。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します

（ 大 255 文字）。ただし、ストリングを引用符（"）で囲む場合は、スペー

スを含むテキスト ストリングを入力できます。

 • rserver name - 既存の実サーバのホスト名を指定します。

 • number - （任意）実サーバのポート番号。1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# static header-value 12345678 
rserver SERVER1 3000

スティッキ テーブルからスタティック ヘッダー エントリを削除するには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no static header-value 12345678 
rserver SERVER1 3000
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サーバ ファームと HTTP ヘッダー スティッキ グループの関
連付け

HTTP ヘッダー スティッキ グループの設定を完了するには、グループにサーバ 
ファーム エントリを設定する必要があります。スティッキ グループにサーバ 
ファーム エントリを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュレーショ

ン モードで serverfarm コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky] [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ ファームの識別子。

各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付けることができます。

 • backup name2 -（任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ

のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。

 • sticky -（任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。

 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no serverfarm
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HTTP ヘッダー スティッキの設定例

次の例は、HTTP ヘッダー スティッキを定義している実行コンフィギュレー

ションです。この例では、HTTP ヘッダー スティッキの設定が太字で示してあ

ります。

この設定では、ACE は HTTP ヘッダー スティッキを使用して、トランザクショ

ン中、サーバ ファームの指定サーバとの特定の接続が維持されるようにします。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

probe http HTTP
  interval 5
  passdetect interval 10
  receive 5
  expect status 200 200
  open 3

rserver host SERVER1
  ip address 192.168.252.240
  inservice
rserver host SERVER2
  ip address 192.168.252.241
  inservice
rserver host SERVER3
  ip address 192.168.252.242
  inservice
rserver host SERVER4
  ip address 192.168.252.243
  inservice
rserver host SERVER5
  ip address 192.168.252.244
  inservice
rserver host SERVER6
  ip address 192.168.252.245
  inservice
rserver host SERVER7
  ip address 192.168.252.246
  inservice
rserver host SERVER8
  ip address 192.168.252.247
  inservice
rserver host SERVER9
  ip address 192.168.252.248
  inservice
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serverfarm host SFARM1
  probe HTTP
  rserver SERVER1
    inservice
  rserver SERVER2
    inservice
  rserver SERVER3
    inservice
serverfarm host SFARM2
  probe HTTP
  rserver SERVER4
    inservice
  rserver SERVER5
    inservice
  rserver SERVER6
    inservice
serverfarm host DEFAULT
  probe ICMP
  rserver SERVER7
    inservice
  rserver SERVER8
    inservice
  rserver SERVER9
    inservice

sticky http-header MSISDN HEADER-GROUP1
  timeout 30
  serverfarm SFARM1
sticky http-header TestHeader HEADER-GROUP2
  header offset 15 length 7
  timeout 30
  serverfarm SFARM2

class-map match-all L4STICKY-HEADER_129:80_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.120.129 tcp eq www 
class-map type http loadbalance match-all L7MSISDN_CLASS
  2 match http header MSISDN header-value ".*"
class-map type http loadbalance match-all L7TESTHEADER_CLASS
  2 match http header TestHeader header-value ".*"
policy-map type loadbalance first-match L7PLBSF_STICKY-HEADER_POLICY
  class L7MSISDN_CLASS
    sticky-serverfarm HEADER-GROUP1
  class L7TESTHEADER_CLASS
    sticky-serverfarm HEADER-GROUP2
  class class-default
    serverfarm DEFAULT
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policy-map multi-match L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  class L4STICKY-HEADER_129:80_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7PLBSF_STICKY-HEADER_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply active
    nat dynamic 1 VLAN 120
    appl-parameter http advanced-options PERSIST-REBALANCE

interface vlan 120
  description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
  ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
  fragment chain 20
  fragment min-mtu 68
  access-group input ACL1
  nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.70 netmask 255.255.255.0 pat
  service-policy input L4SH-Gold-VIPs_POLICY
  no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254

RADIUS アトリビュート スティッキの設定
ここでは、ACE に RADIUS アトリビュート スティッキを設定する方法を説明

します。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現
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ここでは、次の内容について説明します。

 • RADIUS アトリビュート スティッキ設定のクイック スタート

 • RADIUS アトリビュート スティッキ グループの作成

 • RADIUS アトリビュート スティッキのタイムアウトの設定

 • RADIUS アトリビュート スティッキ タイムアウトによるアクティブ接続の

無効化

 • RADIUS アトリビュート スティッキ エントリの複製

 • サーバ ファームと RADIUS アトリビュート スティッキ グループの関連付け

RADIUS アトリビュート スティッキ設定のクイック スタート

表 5-7 は、ACE にRADIUS アトリビュート スティッキを設定するために必要な

手順を簡潔にまとめたものです。各手順には、その作業を完了するために必要な 
CLI コマンド、または手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマ

ンドに関連付けられているすべてのオプションについての詳細は、表 5-7 以降の

セクションを参照してください。

表 5-7 RADIUS アトリビュート スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#
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3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

4. RADIUS アトリビュート スティッキ グループを作成し、スティッキ ヘッ

ダー コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky radius framed-ip RADIUS_GROUP
host1/Admin(config-sticky-radius)# 

5. RADIUS アトリビュート スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# timeout 720

6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-radius)# timeout activeconns

7. スイッチオーバーに備えて、RADIUS アトリビュート スティッキ テーブ

ル情報をスタンバイ コンテキストに複製する機能をイネーブルにします。

このコマンドは冗長構成で使用します。ACE の冗長構成に関する詳細は、

『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照

してください。

host1/Admin(config-sticky-radius)# replicate sticky

8. サーバ ファームをスティッキ接続用の RADIUS アトリビュート スティッ

キ グループと関連付けて、任意でバックアップ サーバ ファームの状態を

プライマリ サーバ ファームおよびバックアップ サーバ ファームのすべて

の実サーバの状態と結合します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

9. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

10. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

表 5-7 RADIUS アトリビュート スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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RADIUS アトリビュート スティッキ グループの作成

RADIUS アトリビュート スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッ

キにリソースが割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定につい

ての設定の要件および考慮事項」を参照）。

RADIUS アトリビュート スティッキ グループを作成して、ACE が RADIUS ア
トリビュートに基づいてクライアント接続を同じ実サーバに固定できるようにす

るには、コンフィギュレーション モードで sticky radius framed-ip コマンドを

使用します。各 ACE に、 大 4096 のスティッキ グループを作成できます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

sticky radius framed-ip [calling-station-id | username] name

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • calling-station-id - （任意）RADIUS Framed IP アトリビュートおよび発信

側端末 ID アトリビュートに基づきスティッキを指定します。

 • username - （任意）RADIUS Framed IP アトリビュートおよびユーザ名ア

トリビュートに基づきスティッキを指定します。

 • name - RADIUS スティッキ グループの固有識別情報。スペースを含まず引

用符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

11. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

12. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

13. RADIUS アトリビュート スティッキの設定を表示します。必要に応じて

設定を変更し、再度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

14.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-7 RADIUS アトリビュート スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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たとえば、RADIUS アトリビュート スティッキ用のグループを作成するには、

次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# sticky radius framed-ip 
calling-station-id RADIUS_GROUP

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# no sticky radius framed-ip 
calling-station-id RADIUS_GROUP

RADIUS アトリビュート スティッキのタイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の RADIUS アトリビュート スティッキ情報を 
ACE が維持する時間です。ACE が特定のスティッキ テーブル エントリと一致

する新しい接続をオープンするたびに モジュール はそのエントリのスティッキ 
タイマーをリセットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ RADIUS コンフィギュ

レーション モードで timeout コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

timeout minutes

minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-radius)# no timeout 720
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RADIUS アトリビュート スティッキ タイムアウトによるアク
ティブ接続の無効化

スティッキ タイマーの満了後、たとえアクティブ接続があっても、ACE が 
RADIUS アトリビュート スティッキ テーブルのエントリをタイムアウトにする

ように指定するには、スティッキ RADIUS コンフィギュレーション モードで 
timeout activeconns コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

timeout activeconns

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# timeout activeconns

アクティブ接続があれば RADIUS アトリビュート スティッキ エントリをタイム

アウトにしないというデフォルトの設定に ACE を戻すには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-radius)# no timeout activeconns

RADIUS アトリビュート スティッキ エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE に RADIUS アトリビュート 
スティッキ テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチ

オーバー発生時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持でき

ます。ACE がスタンバイ ACE に RADIUS アトリビュート スティッキ テーブル 
エントリを複製するように設定するには、スティッキ RADIUS コンフィギュ

レーション モードで replicate sticky コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

replicate sticky

（注） スタンバイ ACE 上のスティッキ テーブル エントリのタイマーは、そのエントリ

がアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされます。した

がって、スタンバイ スティッキ エントリのライフタイムは、アクティブ エント

リの 大 2 倍となる可能性があります。ただし、アクティブ ACE でそのエント

リの期限が切れたり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリが作成される

と、スタンバイ ACE 上の古いエントリは置き換えられます。
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、RADIUS アトリビュート スティッキ テーブル エ
ントリが複製されないようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# no replicate sticky

サーバ ファームと RADIUS アトリビュート スティッキ グ
ループの関連付け

RADIUS アトリビュート スティッキ グループの設定を完了するには、グループ

にサーバ ファーム エントリを設定する必要があります。RADIUS アトリビュー

ト スティッキ グループのサーバ ファーム エントリを設定するには、スティッキ 
RADIUS コンフィギュレーション モードで serverfarm コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky] [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - RADIUS アトリビュート スティッキ グループと関連付ける既存の

サーバ ファームの識別子。各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ
関連付けることができます。

 • backup name2 - （任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ

のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。

 • sticky - （任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。

 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。
5-73
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド         

OL-11867-01-J



  

第 5 章      スティッキ機能の設定        

RTSP セッション スティッキの設定
たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-radius)# no serverfarm

RTSP セッション スティッキの設定
ここでは、ACE に RTSP セッション スティッキを設定する方法を説明します。

ACE は、スティッキのセッション ヘッダー フィールドだけをサポートします。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

ここでは、次の内容について説明します。

 • RTSP セッション スティッキ設定のクイック スタート

 • RTSP ヘッダー スティッキ グループの作成

 • RTSP セッション スティッキのタイムアウトの設定

 • RTSP ヘッダー スティッキ タイムアウトによるアクティブ接続の無効化

 • RTSP ヘッダー スティッキ エントリの複製
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 • RTSP ヘッダーのオフセットと長さの設定

 • スタティック RTSP ヘッダー スティッキ エントリの設定

 • サーバ ファームと RTSP ヘッダー スティッキ グループの関連付け

RTSP セッション スティッキ設定のクイック スタート

表 5-8 は、ACE に RTSP セッション スティッキを設定するために必要な手順を

簡潔にまとめたものです。各手順には、その作業を完了するために必要な CLI 
コマンド、または手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマンド

に関連付けられているすべてのオプションについての詳細は、表 5-8 以降のセク

ションを参照してください。

表 5-8 RTSP セッション スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に指定のない限り、説明の目的で Admin コン

テキストを使用します。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してく

ださい。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#

3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。
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4. RTSP ヘッダー スティッキ グループを作成し、スティッキ ヘッダー コン

フィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky rtsp-header Session RTSP_GROUP
host1/Admin(config-sticky-header)# 

5. RTSP ヘッダー スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout 720

6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout activeconns

7. スイッチオーバーに備えて、RTSP ヘッダー スティッキ テーブル情報をス

タンバイ コンテキストに複製する機能をイネーブルにします。このコマン

ドは冗長構成で使用します。ACE の冗長構成に関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してく

ださい。

host1/Admin(config-sticky-header)# replicate sticky

8. サーバ ファームを スティッキ接続用の RTSP ヘッダー スティッキ グルー

プと関連付けて、任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマ

リ サーバ ファームおよびバックアップ サーバ ファームのすべての実サー

バの状態と結合します。

host1/Admin(config-sticky-header)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

9. （任意）1 つ以上のスタティック RTSP ヘッダー スティッキ エントリを設

定します。

host1/Admin(config-sticky-header)# static header Session rserver 
SERVER1 4000

10. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

11. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

12. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

表 5-8 RTSP セッション スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
5-76
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



  

第 5 章      スティッキ機能の設定

RTSP セッション スティッキの設定  
RTSP ヘッダー スティッキ グループの作成

RTSP ヘッダー スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッキにリ

ソースが割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定についての設

定の要件および考慮事項」を参照）。

RTSP ヘッダー スティッキ グループを作成して、ACE が RTSP セッション ヘッ

ダー フィールドに基づいてクライアント接続を同じ実サーバに固定できるよう

にするには、コンフィギュレーション モードで sticky rtsp-header コマンドを

使用します。各 ACE に、 大 4096 のスティッキ グループを作成できます。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

sticky rtsp-header Session name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • Session - RTSP セッション ヘッダー フィールドに基づきスティッキを指定

します。

 • name - RTSP スティッキ グループの固有識別情報。スペースを含まず引用

符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、RTSP ヘッダー スティッキ用のグループを作成するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config)# sticky rtsp-header Session RTSP_GROUP

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no sticky rtsp-header Session RTSP_GROUP

13. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

14. RTSP ヘッダー スティッキの設定を表示します。必要に応じて設定を変更

し、再度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

15.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-8 RTSP セッション スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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RTSP セッション スティッキのタイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の RTSP ヘッダー スティッキ情報を ACE が維持

する時間です。ACE が特定のスティッキ テーブル エントリと一致する新しい接

続をオープンするたびに モジュール はそのエントリのスティッキ タイマーをリ

セットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュ

レーション モードで timeout コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

timeout minutes

minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-header)# no timeout 720

RTSP ヘッダー スティッキ タイムアウトによるアクティブ接
続の無効化

スティッキ タイマーの満了後、アクティブ接続があっても、ACE が RTSP ヘッ

ダー スティッキ テーブルのエントリをタイムアウトにするように指定するには、

スティッキ ヘッダー コンフィギュレーション モードで timeout activeconns コ
マンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

timeout activeconns

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout activeconns

アクティブ接続があればヘッダー スティッキ エントリをタイムアウトにしない

というデフォルトの設定に ACE を戻すには、次のように入力します。
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host1/Admin(config-sticky-header)# no timeout activeconns

RTSP ヘッダー スティッキ エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE に RTSP ヘッダー スティッキ 
テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチオーバー発生

時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持できます。ACE が
スタンバイ ACE にヘッダー スティッキ テーブル エントリを複製するように設

定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュレーション モードで replicate 
sticky コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

replicate sticky

（注） スタンバイ ACE 上のスティッキ テーブル エントリのタイマーは、そのエントリ

がアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされます。した

がって、スタンバイ スティッキ エントリのライフタイムは、アクティブ エント

リの 大 2 倍となる可能性があります。ただし、アクティブ ACE でそのエント

リの期限が切れたり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリが作成される

と、スタンバイ ACE 上の古いエントリは置き換えられます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、RTSP ヘッダー スティッキ テーブル エントリが複

製されないようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no replicate sticky

RTSP ヘッダーのオフセットと長さの設定

特定サーバに接続を固定するために、ACE が RTSP セッション ヘッダーの一部

を使用するように設定できます。ACE に使用させたいセッション ヘッダー部分

を定義するには、ヘッダーのオフセットと長さの値を指定します。ACE はこれ

らの値をスティッキ テーブルに保存します。

RTSP セッション ヘッダーのオフセットと長さを設定するには、スティッキ 
ヘッダー コンフィギュレーション モードで header コマンドを使用します。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。
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header offset number1 length number2

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • offset number1 - ヘッダーの 初のバイトから無視するバイト数を示すこと

により、ACE が特定のサーバにクライアントを固定するために使用する

ヘッダー部分を指定します。0 ～ 999 の整数を入力します。デフォルトは 0 
です。デフォルトでは、ACE はヘッダーのどの部分も除外しません。

 • length number2 - ACE がクライアントをサーバに固定するために使用する

ヘッダー部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトからの長さ）を指定しま

す。1 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルト値は 1000 です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# header offset 500 length 1000

設定からヘッダーのオフセットと長さを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no header offset

スタティック RTSP ヘッダー スティッキ エントリの設定

ヘッダー値（オプションで実サーバ名およびポート）に基づくスタティック 
RTSP ヘッダー スティッキ エントリを設定できます。スタティック スティッキ

値は常に一定です。複数のヘッダー スタティック エントリを設定できますが、1 
つのスタティック ヘッダー スティッキ値に対応付けることができるのは、重複

しない 1 つの実サーバ名だけです。

（注） スタティック エントリを設定すると、ACE はこれを即座にスティッキ テーブル

に入力します。 大 4096 のスタティック エントリを作成できます。

スタティック ヘッダーを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュレー

ション モードで static header-value コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

static header-value value rserver name [number]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。
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 • value - ヘッダー値。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します

（ 大 255 文字）。または、ストリング全体を引用符（"）で囲むことによっ

て、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力することもできます。

 • rserver name - 既存の実サーバのホスト名を指定します。

 • number - （任意）実サーバのポート番号。 

1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# static header-value 12345678 
rserver SERVER1 3000

スティッキ テーブルから RTSP ヘッダー エントリを削除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no static header-value 12345678 
rserver SERVER1 3000

サーバ ファームと RTSP ヘッダー スティッキ グループの関
連付け

RTSP ヘッダー スティッキ グループの設定を完了するには、グループにサーバ 
ファーム エントリを設定する必要があります。RTSP スティッキ グループに

サーバ ファーム エントリを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュ

レーション モードで serverfarm コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky] [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - RTSP ヘッダー スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ 
ファームの識別子。各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付

けることができます。

 • backup name2 -（任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ
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のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。

 • sticky -（任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。

 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no serverfarm

SIP コール ID スティッキの設定
ここでは、SIP コール ID スティッキを ACE に設定する方法を説明します。ACE 
は、スティッキの SIP コール ID ヘッダー フィールドだけをサポートします。

（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの regex のインスタンスを 大 
1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、RADIUS、
RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに適用されま

す。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現
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 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

ここでは、次の内容について説明します。

 • SIP コール ID スティッキ設定のクイック スタート

 • SIP ヘッダー スティッキ グループの作成

 • SIP コール ID スティッキのタイムアウトの設定

 • SIP ヘッダー スティッキ タイムアウトによるアクティブ接続の無効化

 • SIP ヘッダー スティッキ エントリの複製

 • スタティック SIP ヘッダー スティッキ エントリの設定

 • サーバ ファームと SIP ヘッダー スティッキ グループの関連付け

SIP コール ID スティッキ設定のクイック スタート

表 5-9 は、ACE に SIP コール ID スティッキを設定するために必要な手順を簡潔

にまとめたものです。各手順には、その作業を完了するために必要な CLI コマ

ンド、または手順の参照先が含まれています。各機能および CLI コマンドに関

連付けられているすべてのオプションについての詳細は、表 5-9 以降のセクショ

ンを参照してください。
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表 5-9 SIP コール ID スティッキ設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#

3. リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキストをリソース クラ

スに関連付ける作業が完了していることを確認します。「スティッキ設定

についての設定の要件および考慮事項」を参照してください。リソース ク
ラスの設定およびリソースの割り当てに関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

4. SIP コール ID スティッキ グループを作成し、スティッキ ヘッダー コン

フィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config)# sticky sip-header Call-ID SIP_GROUP
host1/Admin(config-sticky-header)# 

5. SIP ヘッダー スティッキのタイムアウトを設定します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout 720

6. （任意）タイムアウトによるアクティブ接続の無効化をイネーブルにします。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout activeconns
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7. スイッチオーバーに備えて、ヘッダー スティッキ テーブル情報をスタン

バイ コンテキストに複製する機能をイネーブルにします。このコマンドは

冗長構成で使用します。ACE の冗長構成に関する詳細は、『Cisco 
Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してく

ださい。

host1/Admin(config-sticky-header)# replicate sticky

8. サーバ ファームをスティッキ接続用のスティッキ グループと関連付けて、

任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマリ サーバ ファーム

およびバックアップ サーバ ファームのすべての実サーバの状態と結合し

ます。

host1/Admin(config-sticky-header)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

9. （任意）1 つ以上のスタティック ヘッダー スティッキ エントリを設定します。

host1/Admin(config-sticky-header)# static header Call-ID rserver 
SERVER1 4000

10. レイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーを設定します。第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を
参照してください。

11. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーを設定し、スティッキ グループをレ

イヤ 7 ポリシー マップに関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

12. レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラ

フィック ポリシーと関連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシング

に関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

13. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

14. ヘッダー スティッキの設定を表示します。必要に応じて設定を変更し、再

度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

15.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 5-9 SIP コール ID スティッキ設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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SIP ヘッダー スティッキ グループの作成

SIP ヘッダー スティッキ グループの設定を開始する前に、スティッキにリソー

スが割り当てられていることを確認します（「スティッキ設定についての設定の

要件および考慮事項」を参照）。

SIP ヘッダー スティッキ グループを作成して、ACE が SIP コール ID ヘッダー 
フィールドに基づいてクライアント接続を同じ実サーバに固定できるようにする

には、コンフィギュレーション モードで sticky sip-header コマンドを使用しま

す。各 ACE に、 大 4096 のスティッキ グループを作成できます。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

sticky sip-header Call-ID name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • sip-header Call-ID - SIP コール ID ヘッダー フィールドに基づきスティッ

キを指定します。

 • name - スティッキ グループの固有識別情報。スペースを含まず引用符なし

の英数字を入力します（ 大 64 文字）。

たとえば、SIP ヘッダー スティッキ用のグループを作成するには、次のように入

力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# sticky sip-header Call-ID SIP_GROUP

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no sticky sip-header Call-ID 
SIP_GROUP

SIP コール ID スティッキのタイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の SIP ヘッダー スティッキ情報を ACE が維持す

る時間です。ACE が特定のスティッキ テーブル エントリと一致する新しい接続

をオープンするたびに モジュール はそのエントリのスティッキ タイマーをリ

セットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュ

レーション モードで timeout コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

timeout minutes
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minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout 720

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-header)# no timeout 720

SIP ヘッダー スティッキ タイムアウトによるアクティブ接続
の無効化

スティッキ タイマーの満了後、アクティブ接続があっても、ACE が SIP ヘッ

ダー スティッキ テーブルのエントリをタイムアウトにするように指定するには、

スティッキ ヘッダー コンフィギュレーション モードで timeout activeconns コ
マンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

timeout activeconns

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# timeout activeconns

アクティブ接続があれば SIP ヘッダー スティッキ エントリをタイムアウトにし

ないというデフォルトの設定に ACE を戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no timeout activeconns

SIP ヘッダー スティッキ エントリの複製

冗長構成を使用している場合は、スタンバイ ACE に SIP ヘッダー スティッキ 
テーブル エントリを複製するように ACE を設定すると、スイッチオーバー発生

時にも新しいアクティブ ACE で既存のスティッキ接続を維持できます。ACE が
スタンバイ ACE に SIP ヘッダー スティッキ テーブル エントリを複製するよう

に設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュレーション モードで 
replicate sticky コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

replicate sticky
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（注） スタンバイ ACE 上のスティッキ テーブル エントリのタイマーは、そのエントリ

がアクティブ ACE のエントリと同期化されるたびにリセットされます。した

がって、スタンバイ スティッキ エントリのライフタイムは、アクティブ エント

リの 大 2 倍となる可能性があります。ただし、アクティブ ACE でそのエント

リの期限が切れたり、新しい実サーバが選択されて新しいエントリが作成される

と、スタンバイ ACE 上の古いエントリは置き換えられます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# replicate sticky

ACE をデフォルト値に戻し、SIP ヘッダー スティッキ テーブル エントリが複製

されないようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no replicate sticky

スタティック SIP ヘッダー スティッキ エントリの設定

ヘッダー値（オプションで実サーバ名およびポート）に基づくスタティック 
ヘッダー スティッキ エントリを設定できます。スタティック スティッキ値は常

に一定です。複数の SIP ヘッダー スタティック エントリを設定できますが、1 
つのスタティック SIP ヘッダー スティッキ値に対応付けることができるのは、

重複しない 1 つの実サーバ名だけです。

（注） スタティック エントリを設定すると、ACE はこれを即座にスティッキ テーブル

に入力します。 大 4096 のスタティック エントリを作成できます。

スタティック SIP ヘッダーを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュ

レーション モードで static header-value コマンドを使用します。このコマンド

の構文は次のとおりです。

static header-value value rserver name [number]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • value - SIP ヘッダー値。スペースを含まず引用符なしの英数字を入力します

（ 大 255 文字）。または、ストリング全体を引用符（"）で囲むことによっ

て、スペースが含まれるテキスト ストリングを入力することもできます。
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 • rserver name - 既存の実サーバのホスト名を指定します。

 • number - （任意）実サーバのポート番号。 

1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# static header-value 12345678 
rserver SERVER1 3000

スティッキ テーブルからスタティック ヘッダー エントリを削除するには、次の

ように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no static header-value 12345678 
rserver SERVER1 3000

サーバ ファームと SIP ヘッダー スティッキ グループの関連
付け

SIP ヘッダー スティッキ グループの設定を完了するには、グループにサーバ 
ファーム エントリを設定する必要があります。スティッキ グループにサーバ 
ファーム エントリを設定するには、スティッキ ヘッダー コンフィギュレーショ

ン モードで serverfarm コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

serverfarm name1 [backup name2 [sticky] [aggregate-state]]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • name1 - スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ ファームの識別子。

各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付けることができます。

 • backup name2 - （任意）バックアップ サーバ ファームとして ACE に使用

させる既存のサーバ ファームの識別子を指定します。プライマリ サーバ 
ファームが停止した場合、ACE は設定されているバックアップ サーバ 
ファームを使用します。クライアントがバックアップ サーバ ファームに固

定されると、プライマリ サーバ ファームが再びアクティブになっても、そ

のクライアントはバックアップ サーバ ファームに固定されたままになりま

す。バックアップ サーバ ファームに関する詳細は、「スティッキ機能による

サーバ ファーム動作のバックアップ」を参照してください。

 • sticky - （任意）バックアップ サーバ ファームにスティッキ機能を指定します。
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 • aggregate-state - このオプションは廃止予定であり、すでに VIP の状態に

は有効ではありません。デフォルトでは、ACE は、VIP をアウト オブ サー

ビスにする前にバックアップ サーバ ファーム内のすべての実サーバのス

テートを考慮します。プライマリ サーバ ファームのすべての実サーバに障

害が起きても、バックアップ サーバ ファームに動作中の実サーバが 1 つ以

上あれば、ACE は VIP の稼動状態を維持します。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループに関連付けて、スティッキ 
バックアップ サーバ ファームを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# serverfarm SFARM1 backup 
BKUP_SFARM2 sticky 

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-header)# no serverfarm

SSL セッション ID スティッキの設定
ここでは、SSL セッション ID スティッキを ACE に設定する方法を説明します。

この機能を利用すると、ACE は SSL セッションの期間中、一意の SSL セッショ

ン ID に基づき同じクライアントを同じ SSL サーバに固定できます。

クライアントが SSL サーバとの新しい SSL 接続を要求した場合、 初の TCP 
接続には 0 の SSL セッション ID が含まれます。この 0 値は、サーバに新しい 
SSL セッションを設定して、SSL セッション ID を生成する必要があることを示

します。サーバはその応答で、この新しい SSL セッション ID を SSL ハンド

シェークの一部としてクライアントに送信します。ACE は、サーバから新しい 
SSL セッション ID を学習し、スティッキ テーブルにその値を入力します。同じ

クライアントからの後続の SSL 接続については、ACE は SSL セッションの期間

中スティッキ テーブル内の SSL セッション ID 値を使用してクライアントを同

じ SSL サーバに固定します。ただし、SSL セッション ID が再ネゴシエーション

されていないことが条件です。

SSL セッション ID スティッキは ACE の特定の設定の GPP（総称プロトコル解

析）機能を使用します。ここで使用されるコマンドの一部は構文と説明が簡易化

されており、SSL セッション ID スティッキの設定に必要なものについてだけ詳

細を説明しています。ここで参照されているすべてのスティッキ関係コマンドの

完全な説明については、「レイヤ 4 ペイロード スティッキの設定」を参照してく

ださい。
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（注） 1 つのレイヤ 4 ポリシー マップに、同タイプの正規表現（regex）のインスタン

スを 大 1024 関連付けることができます。この制限は、generic、HTTP、
RADIUS、RDP、RTSP、SIP など、すべてのレイヤ 7 ポリシー マップ タイプに

適用されます。regex を設定できる場所は、次のとおりです。

 • レイヤ 7 クラス マップの match ステートメント

 • レイヤ 7 ポリシー マップのインライン match ステートメント

 • サーバ ファームのレイヤ 7 ハッシュ プレディクタ

 • スティッキ グループ内のレイヤ 7 スティッキ表現

 • レイヤ 7 アクション リスト内のヘッダー挿入および再書き込み（SSL URL 
再書き込みを含む）表現

ここでは、次の内容について説明します。

 • 設定の要件および考慮事項

 • SSL セッション ID スティッキ設定のクイック スタート

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの作成

 • レイヤ 4 ペイロード スティッキ タイムアウトの設定

 • サーバ ファームとレイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの関連付け

 • SSL サーバからの SSL セッション ID ラーニングのイネーブル化

 • SSL セッション ID のオフセット、長さ、開始パターンの設定

 • 32 バイト SSL セッション ID の SSL セッション ID スティッキ設定の例

設定の要件および考慮事項

SSL セッション ID スティッキを設定する場合、次の設定要件および考慮事項を

念頭に置いてください。

 • リソース クラスを設定し、リソースの 小パーセンテージをスティッキに

割り当て、SSL セッション ID スティッキを設定する 1 つ以上のコンテキス

トをリソース クラスに関連付けたことを確認します。「スティッキ設定につ

いての設定の要件および考慮事項」を参照してください。
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 • この機能は、SSLv3 および TLS1 だけをサポートします。SSLv2 は暗号化

データ内に SSL ID を置きます。これによって ACE または他のロード バラ

ンサは、SSL ID をインスペクションできなくなります。

 • ACE は、1 ～ 32 バイトの SSL セッション ID をサポートします。

 • SSL セッション ID スティッキは通常、ACE が SSL トラフィックを終了し

ない場合にだけ必要です。

 • GPP ポリシー マップを設定する必要があります。

 • ACE で解析する TCP ペイロードの 大バイト数を指定するために、総称パ

ラメータ マップを設定します。 大解析長の値は必ず 70 にする必要があり

ます。

SSL セッション ID スティッキ設定のクイック スタート

表 5-10 は、ACE に 32 バイト SSL セッション ID スティッキを設定するために

必要な手順を簡潔にまとめたものです。各手順には、その作業を完了するために

必要な CLI コマンド、または手順の参照先が含まれています。CLI コマンドに

関連付けられている各タスクおよび詳細の完全な説明については、表 5-10 以降

のセクションを参照してください。

表 5-10 32 バイト SSL セッション ID スティッキ設定のクイック スタート  

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config 
host1/Admin(config)#
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3. SSL サーバの実サーバを設定し、これを SSL サーバ ファームに関連付け

ます。第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」 を参照してくださ

い。

4. 32 バイト（デフォルト長）SSL ID のレイヤ 4 ペイロード スティッキ グ
ループを作成し、スティッキ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。 
host1/Admin(config)# sticky layer4-payload SSL_GROUP
host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# 

5. SSL セッション ID スティッキのタイムアウトの設定

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# timeout 600

6. サーバ ファームをスティッキ接続用のスティッキ グループと関連付けて、

任意でバックアップ サーバ ファームの状態をプライマリ サーバ ファーム

のすべての実サーバおよびバックアップ サーバ ファームのすべての実

サーバの状態と結合します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# serverfarm SSL_SFARM1

7. ACE がサーバ応答から SSL セッション ID を学習できるようスティッキ 
ラーニングを設定します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# response sticky

8. レイヤ 4 ペイロードのオフセット、長さ、および開始パターンを設定し、

ACE に 32 バイト SSL ID を含むペイロードの部分だけを解析するよう指

示します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# layer4-payload offset 43 
length 32 begin-pattern “\x20”
host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# exit

9. ACE で解析する TCP ペイロードの 大バイト数を指定するために、総称

パラメータ マップを設定します。

host1/Admin(config)# parameter-map type generic SSLID_PARAMMAP
host1/Admin(config-parammap-generi)# set max-parse-length 70
host1/Admin(config)# exit

表 5-10 32 バイト SSL セッション ID スティッキ設定のクイック スタート （続

き） 

作業およびコマンドの例
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レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの作成

SSL セッション ID スティッキ用レイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの設

定を開始する前に、スティッキにリソースが割り当てられていることを確認しま

す（「スティッキ設定についての設定の要件および考慮事項」を参照）。

コンフィギュレーション モードで sticky layer4-payload コマンドを使用してレ

イヤ 4 ペイロード スティッキ グループを作成する方法。このコマンドの構文は

次のとおりです。

sticky layer4-payload name

name 引数は、スティッキ グループの固有識別情報です。スペースを含まず引用

符なしの英数字を入力します（ 大 64 文字）。

10. レイヤ 7 総称ポリシー マップを設定します。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance generic 
first-match SSLID_32_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb-generic)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-generic-c)# sticky serverfarm 
SSL_GROUP
host1/Admin(config-pmap-lb-generic-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb-generic)# exit
host1/Admin(config)#

11. レイヤ 3 およびレイヤ 4 サーバ ロード バランシング トラフィック ポリ

シーを設定します。レイヤ 7 SLB トラフィック ポリシーおよび総称パラ

メータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 SLB トラフィック ポリシーと関

連付けます。第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック 
ポリシーの設定」 を参照してください。

12. サーバ ポリシーを使用して、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリ

シーをインターフェイスに適用します。第 3 章「サーバ ロード バランシ

ングに関するトラフィック ポリシーの設定」 を参照してください。

13. SSL セッション ID スティッキ設定を表示します。必要に応じて設定を変

更し、再度 show コマンドを入力して、設定変更を確認します。

host1/Admin# show running-config sticky

表 5-10 32 バイト SSL セッション ID スティッキ設定のクイック スタート （続

き） 

作業およびコマンドの例
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たとえば、SSL ID スティッキ グループを設定するには、次のように入力しま

す。

host1/Admin(config)# sticky layer4-payload SSL_GROUP
host1/Admin(config-sticky-l4payloa)#

設定からスティッキ グループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no sticky layer4-payload SSL_GROUP

レイヤ 4 ペイロード スティッキ タイムアウトの設定

スティッキ タイムアウトは、 後のクライアント接続終了後にスティッキ テー

ブル内のそのクライアント接続の SSL セッション ID スティッキ情報を ACE が
維持する時間です。ACE が特定の SSL ID スティッキ テーブル エントリと一致

する新しい接続をオープンするたびに モジュール はそのエントリのスティッキ 
タイマーをリセットします。

スティッキ タイムアウトを設定するには、スティッキ レイヤ 4 ペイロード コン

フィギュレーション モードで timeout minutes コマンドを使用します。このコマ

ンドの構文は次のとおりです。

timeout minutes

minutes 引数には、1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 1440 分（24 
時間）です。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# timeout 600

1440 分のデフォルト値にタイムアウトをリセットするには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no timeout 600
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サーバ ファームとレイヤ 4 ペイロード スティッキ グループの
関連付け

各スティッキ グループごとに、1 つのサーバ ファームをグループと関連付ける

必要があります。サーバ ファーム をスティッキ グループと関連付けるには、ス

ティッキ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーション モードで serverfarm コ
マンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

serverfarm name1 

name1 引数は、スティッキ グループと関連付ける既存のサーバ ファームの識別

子を指定します。各スティッキ グループにサーバ ファームを 1 つ関連付けるこ

とができます。

たとえば、サーバ ファームをスティッキ グループと関連付けるには、次のよう

に入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# serverfarm SSL_SFARM1

サーバ ファームとスティッキ グループの関連付けを解除するには、次のように

入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no serverfarm

SSL サーバからの SSL セッション ID ラーニングのイネーブ
ル化

ACE が SSL サーバ応答を解析し、SSL セッション ID ラーニングを実行するに

は、スティッキ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーション モードで replicate 
sticky コマンドを使用します。ACE は、SSL サーバ応答バイトのハッシュを使

用して、スティッキ データベースにデータを入力します。ACE は、次回同じ 
SSL セッション ID でクライアント要求を受信した場合、そのクライアントを同

じ SSL サーバに固定します。このコマンドの構文は次のとおりです。

response sticky

たとえば、ACE が SSL サーバからの応答バイトを解析し、SSL セッション ID 
を学習できるようにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# response sticky
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SSL サーバ応答を解析せずに、スティッキ ラーニングを実行するというデフォ

ルトの動作に ACE をリセットするには、次のコマンドを入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no response sticky

SSL セッション ID のオフセット、長さ、開始パターンの設定

SSLv3/TLS1 については、SSL セッション ID は常に TCP パケット ペイロード

の同じ場所に表示されます。ACE が特定の SSL サーバに接続を固定するため

に、ペイロードの変化しない部分を使用するように設定できます。ACE に使用

させたいペイロード部分を定義するには、ペイロードのオフセットと長さの値を

指定します。ACE はこれらの値をスティッキ テーブルに保存します。

また、ACE がクライアントを特定の SSL サーバに固定するために使用する正規

表現に基づき開始パターンを指定することもできます。正規表現の詳細について

は、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設

定」の表 3-3 を参照してください。

ペイロードのオフセット、長さ、および開始パターンを設定するには、スティッ

キ レイヤ 4 ペイロード コンフィギュレーション モードで layer4-payload コマ

ンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

layer4-payload offset number1 length number2 begin-pattern 
expression

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • offset number1 - ペイロードの 初のバイトから無視するバイト数を示すこ

とにより、ACE が特定の SSL サーバにクライアントを固定するペイロード

部分を指定します。SSLv3 については、SSL ID が常に表示されるオフセッ

トである 43 を入力します。

 • length number2 - ACE がクライアントを SSL サーバに固定するために使用

するペイロード部分の長さ（オフセット値の後ろのバイトからの長さ）を指

定します。32 バイト SSL ID については、32 を入力します。
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 • begin-pattern expression - ペイロードの開始パターンおよびハッシュを行

う前に照合するパターン ストリングを指定します。開始パターンを指定し

ない場合、ACE はオフセット バイトの直後に解析を開始します。32 バイト 
SSL ID については、「\x20」を入力します。ACE は、ストリング式の照合

に正規表現を使用することをサポートします。第 3 章「サーバ ロード バラ

ンシングに関するトラフィック ポリシーの設定」の  表 3-3 には、ストリン

グ式の照合に使用できる、サポート対象文字の一覧があります。

たとえば、32 バイト SSL セッション ID を指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# layer4-payload offset 43 length 
32 begin-pattern “\x20”

設定からペイロードのオフセット、長さ、および開始パターンを削除するには、

次のように入力します。

host1/Admin(config-sticky-l4payloa)# no layer4-payload

32 バイト SSL セッション ID の SSL セッション ID スティッ
キ設定の例

次の設定例は、32 バイト SSL セッション ID の SSL セッション ID スティッキ

を設定する方法を示したものです。ここには、SSL セッション ID スティッキ コ
マンドに加えて通常のロード バランシング ポリシーが含まれています。SSL 
セッション ID スティッキ特定のコマンドおよび関連するコマンドは太字で示し

てあります。

resource-class RC1
  limit-resource sticky minimum 10.00 maximum equal-to-min

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

parameter-map type generic SSLID_PARAMMAP
  set max-parse-length 70

rserver SSL_SERVER1
  ip address 192.168.12.2
  inservice
rserver SSL_SERVER2
  ip address 192.168.12.3
  inservice

serverfarm SSL_SFARM1
  rserver SSL_SERVER1
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SSL セッション ID スティッキの設定   
    inservice
  rserver SSL_SERVER2
    inservice

sticky layer4-payload SSL_GROUP
  timeout 600
  serverfarm SSL_SFARM1
  response sticky
  layer4-payload offset 43 length 32 begin-pattern “\x20”

class-map match-any L4_CLASS
  match virtual-address 172.27.16.2 tcp eq any

policy-map type loadbalance generic first-match SSLID_32_POLICY
  class class-default
  sticky-serverfarm SSL_GROUP

policy-map multi-match L4_POLICY
  class L4_CLASS
    loadbalance vip advertise active
    loadbalance vip inservice
    loadbalance vip icmp-reply active
    loadbalance policy SSLID_32_POLICY
    appl-parameter generic advanced-options SSLID-PARAMMAP

interface vlan 200
  ip address 172.27.16.1 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input L4_POLICY

interface vlan 300
  ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

context Admin
  member RC1

（注） 異なった長さのセッション ID の SSL セッション ID スティッキについては、必

要なだけクラス マップを設定することができます。
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スティッキの SLB トラフィック ポリシーの設定
スティッキの SLB トラフィック ポリシーの設定
スティッキ グループに特定タイプのスティッキを制御するパラメータを設定し

たら、レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシーとレイヤ 7 トラフィック 
ポリシーを作成する必要があります。たとえば、HTTP ヘッダー スティッキの 
SLB ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 レイヤ 7 クラス マップとレイヤ 7 ポリシー マップを設定してから、そのクラス 
マップとポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance match-any 
L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# match http 1 -value field=stream
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# exit
host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# 

ステップ 2 レイヤ 7 ポリシー マップのアクションとしてスティッキ グループを関連付けます。

host1/Admin(config-pmap-lb-c)# sticky-serverfarm STICKY_GROUP1

ステップ 3 レイヤ 7 HTTP パラメータ マップを設定します。アプリケーションの必要に応

じてパラメータを設定します。HTTP パラメータ マップの設定に関する詳細は、

「HTTP パラメータ マップの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# parameter-map type http HTTP_PARAM_MAP
host1/Admin(config-parammap-http)# set header-maxparse-length 8192
host1/Admin(config-parammap-http)# length-exceed continue
host1/Admin(config-parammap-http)# persistence-rebalance
host1/Admin(config-parammap-http)# exit

ステップ 4 レイヤ 3 およびレイヤ 4 のクラス マップとポリシー マップを設定してから、そ

のクラス マップとポリシー マップを関連付けます。

host1/Admin(config)# class-map L4VIPCLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.1.10 tcp eq 80
host1/Admin(config-cmap) exit
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4VIPCLASS
host1/Admin(config-pmap-c)# 
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スティッキの SLB トラフィック ポリシーの設定   
ステップ 5 レイヤ 7 ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付け

ます。

host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice

ステップ 6 HTTP パラメータ マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付け

ます。

host1/Admin(config-pmap-c)# appl-parameter http advanced-options 
HTTP_PARAM_MAP
host1/Admin(config-pmap-c)# exit

ステップ 7 レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップをインターフェイスに適用します

（サービス ポリシーを使用して各インターフェイスに適用するか、または現在の

コンテキストのすべてのインターフェイスにグローバルに適用します）。

host1/Admin(config)# interface vlan 100
host1/Admin(config-if)# service-policy input L4POLICY

または

host1/Admin(config)# service-policy input L4POLICY

SLB トラフィック ポリシーの設定に関する詳細は、第 3 章「サーバ ロード バラ

ンシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。
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スティッキの設定および統計情報の表示
スティッキの設定および統計情報の表示
ここでは、スティッキの設定および統計情報の表示に使用できる show コマンド

について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • スティッキ設定の表示

 • スティッキ データベース エントリの表示

 • スティッキの統計情報の表示

スティッキ設定の表示

現在のスティッキ設定を表示するには、EXEC モードで show running-config 
コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show running-config sticky

このコマンドの出力には、設定されているスティッキ グループとそのアトリ

ビュートが表示されます。

スティッキ データベース エントリの表示

ACE は、次のカテゴリの情報に基づいてスティッキ データベースにスティッキ 
エントリを保存します。

 • クライアントの IP アドレス

 • スティッキ グループ ID

 • HTTP コンテンツ値

 • HTTP cookie 値

 • HTTP ヘッダー値

 • レイヤ 4 ペイロード

 • 実サーバ名

 • スタティック スティッキ データベース エントリ

 • スティッキ グループ タイプ
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スティッキの設定および統計情報の表示
スティッキ データベース エントリ情報を表示するには、EXEC モードで show 
sticky database コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show sticky database [static] [client ip_address | group name1 | 
http-content value1 | http-cookie value2 | http-header value3 | 
layer4-payload value4 | rserver name2 | rtsp-header value5 | 
sip-header value6 | type {http-cookie | http-header | ip-netmask 
| radius}]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

 • static - （任意）後ろに指定されるスタティック スティッキ エントリ タイプ

のスタティック スティッキ データベース エントリを表示します。

 • client ip_address - （任意）指定のクライアント送信元 IP アドレスのス

ティッキ データベース エントリを表示します。

 • group name1 - （任意）指定スティッキ グループ名のスティッキ データ

ベース エントリを表示します。

 • http-content value1 - （任意）指定 HTTP コンテンツ値のスティッキ デー

タベース エントリを表示します。

 • http-cookie value2 - （任意）指定 HTTP cookie 値のスティッキ データベー

ス エントリを表示します。

 • http-header value3 - （任意）指定 HTTP ヘッダー値のスティッキ データ

ベース エントリを表示します。

 • layer4-payload value4 - （任意）指定レイヤ 4 ペイロード値のスティッキ 
データベース エントリを表示します。

 • rserver name2 - （任意）指定の実サーバ名のスティッキ データベース エン

トリを表示します。

 • rtsp-header value5 - （任意）指定 RTSP ヘッダー値のスティッキ データ

ベース エントリを表示します。

 • sip-header value6 - （任意）指定 SIP ヘッダー値のスティッキ データベー

ス エントリを表示します。

 • type - （任意）次のいずれかのスティッキ グループ タイプのスティッキ 
データベース エントリを表示します。

 – http-cookie

 – http-header

 – ip-netmask

 – radius
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スティッキの設定および統計情報の表示
たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show sticky database
sticky group : src-ip
type         : IP
timeout      : 1440          timeout-activeconns : FALSE
  sticky-entry          rserver-instance time-to-expire flags
  ---------------------+-----------------------+----------+-------+
  3232236541            rs1:0                   86399      -

表 5-11 に、show sticky database コマンドで出力される各フィールドの説明を

示します。

表 5-11 show sticky database コマンドの出力フィールド 
 

フィールド 説明

Sticky Group スティッキ グループの名前

Type スティッキ グループのタイプ（HTTP-HEADER など）

Timeout スティッキ テーブル内のエントリのタイムアウト（分）

Timeout- 
Activeconns

timeout activeconns コマンドがイネーブルかディセーブル

かを示します。このコマンドがイネーブルの場合は、アク

ティブな接続があってもスティッキ接続はタイムアウトに

なります。値は TRUE（イネーブル）または FALSE（ディ

セーブル）です。

Sticky-Entry データベース内のスティッキ エントリのハッシュ値

Rserver-instance そのスティッキ グループに関連付けられている実サーバの

名前およびオプションのポート（rs1:81 など）。サーバ 
ファーム内の実サーバにポートが設定されていない場合、

ポートは 0 として表示されます（rs1:0 など）。

Time-To-Expire スティッキ タイムアウトの残り時間（秒）。期限のないス

ティッキ エントリの場合、値は「never」になります。スタ

ティック スティッキ エントリの値は常に「never」です。

Flags 将来使用できるように確保されています。

Sticky Replicate 冗長構成で ACE がピアの ACE にスティッキ エントリを複

製するかどうかを示します。
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スティッキ統計情報の消去
スティッキの統計情報の表示
現在のコンテキストのグローバル スティッキ統計情報を表示するには、EXEC 
モードで show stats sticky コマンドを使用します。このコマンドの構文は次の

とおりです。

show stats sticky

表 5-12 に、show stats sticky コマンドで出力される各フィールドの説明を示し

ます。

スティッキ統計情報の消去
現在のコンテキストのすべてのスティッキ統計情報を消去するには、EXEC 
モードで clear stats sticky コマンドを使用します。このコマンドの構文は次の

とおりです。

clear stats sticky

たとえば、Admin コンテキストのすべてのスティッキ統計情報を消去するには、

次のように入力します。

host1/Admin# clear stats sticky

表 5-12 show stats sticky コマンド出力のフィールド 
 

フィールド 説明

Total Sticky 
Entries Reused 
Prior to Expiry

エントリの期限が切れていなくとも、データベースがいっ

ぱいであったり、新しいスティッキ接続が受信されたなど

の理由で ACE が消去する必要のあるスティッキ データ

ベースの古いスティッキ エントリの総数

Total Active 
Sticky Entries

現在マッピングされているフローがあるスティッキ データ

ベースのエントリの総数

Total Active 
Sticky Conns

現在アクティブであるスティッキ接続の総数

Total Static 
Sticky Entries

スティッキ データベースにある設定されたスタティック エ
ントリの総数
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ダイナミック スティッキ データベース エントリの消去
（注） 冗長性構成の場合は、アクティブとスタンバイ両方の ACE で、スティッキ統計

情報を明示的に消去する必要があります。アクティブ モジュール上の統計情報

を消去しても、スタンバイ モジュールの統計情報は古い値のまま残ります。

ダイナミック スティッキ データベース エントリ
の消去

ダイナミック スティッキ データベース エントリを消去するには、EXEC モード

で clear sticky database コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のと

おりです。

clear sticky database {all | group group_name}

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • all - そのコンテキストのすべてのダイナミック スティッキ データベース エ
ントリを消去します。

 • group group_name - 指定スティッキ グループのすべてのダイナミック ス
ティッキ データベース エントリを消去します。

（注） このコマンドでは、スタティック スティッキ データベース エントリは消去され

ません。スタティック スティッキ データベース エントリを消去する場合は、

static コマンドの no 形式を使用してください。

たとえば、スティッキ グループ名 GROUP1 のダイナミック スティッキ データ

ベースをすべて消去する場合は、次のように入力します。

host1/Admin# clear sticky database GROUP1
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スティッキの設定例
スティッキの設定例
ここでは、スティッキの設定例を示します。

resource-class RC1
  limit-resource all minimum 0.00 maximum unlimited
  limit-resource sticky minimum 10.00 maximum unlimited

context Admin
  member RC1

rserver SERVER1
  address 192.168.12.15
  probe PROBE1
  inservice

rserver SERVER2
  address 192.168.12.16
  probe PROBE2
  inservice

serverfarm SFARM1
  rserver SERVER1
    inservice
  rserver SERVER2
    inservice

sticky http-header Host GROUP4
  serverfarm SFARM1
  timeout 720
  timeout activeconns
  replicate sticky
  header offset 3000 length 1000
  static header Host rserver SERVER1 4000

class-map match-any L4CLASS
  10 match virtual-address 192.168.12.15 netmask 255.255.255.0 tcp 
   port eq 80

class-map type http loadbalance match-any L7CLASS
  10 match http header Host header-value .*cisco.com

policy-map multi-match L4POLICY
  sequence interval 10
  class L4CLASS
    loadbalance policy L7POLICY
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次の作業
policy-map type loadbalance first-match L7POLICY
  class L7CLASS
    sticky-serverfarm GROUP4
    insert-http Host header-value *.cisco.com

interface vlan 193
  ip address 192.168.3.13 255.255.255.0
  service-policy input L4POLICY
  no shutdown

context Admin
  member RC1

次の作業
ファイアウォール ロード バランシング（FWLB）を設定する場合は、第 6 章

「ファイアウォール負荷分散の設定」を参照してください。
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C H A P T E R 6

ファイアウォール負荷分散の設定

この章では、ご使用の ACE でのファイアウォール負荷分散の設定方法を説明し

ます。ファイアウォール負荷分散を設定すると、トラフィックを接続ごとに複数

のファイアウォールに分散させることによって、ファイアウォール プロテク

ションを拡張できます。特定の接続に属するパケットは、すべて同じファイア

ウォールを通過します。ファイアウォールは、そのインターフェイスすべてにわ

たり、個々のパケットの伝送を許可または拒否します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

 • ファイアウォールの概要

 • スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定

 • ステルス ファイアウォール負荷分散の設定

 • FWLB 設定の表示

 • ファイアウォール負荷分散の設定例

 • 次の作業

ファイアウォールの概要
ファイアウォールは、ネットワークの 2 つの部分（たとえば、インターネットと

イントラネット）の間で物理的障壁を形成します。ファイアウォールは、一方の

側（インターネット）からパケットを受け取ると、そのパケットをもう一方の側

（イントラネット）へ転送します。ファイアウォールでは、パケットを修正して

から転送したり、そのまま転送したりできます。ファイアウォールは、パケット

を拒否すると、通常、そのパケットを廃棄し、廃棄されたパケットをイベントと

してロギングします。
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ファイアウォールの概要
セッションが確立され、パケットのフローが開始されたら、ファイアウォールで

は、設定されたポリシーに応じて、フロー内の各パケットを監視したり、フロー

を監視せずに転送したりできます。

ここでは、次の内容について説明します。

 • ファイアウォールのタイプ

 • ACE によるファイアウォールへのトラフィック分散方法

 • サポート対象のファイアウォール設定

ファイアウォールのタイプ

ファイアウォールには、次のような 2 つの基本タイプがあります。 

 • スタンダード ファイアウォール

 • ステルス ファイアウォール

スタンダード ファイアウォールは、ネットワーク上にプレゼンスを持ちます。

IP アドレスが割り当てられるため、ネットワーク上の他のデバイスによって認

識され、デバイスとして扱われます。各ファイアウォールは、ファイアウォール

の両側に設定された VLAN 上の IP アドレスを持ちます。

ステルス ファイアウォールは、ネットワーク上にプレゼンスを持ちません。IP ア
ドレスが割り当てられないため、ネットワーク上の他のデバイスによって認識さ

れることもアドレス指定されることもありません。その代わり、ファイアウォー

ルの両側の VLAN でエイリアス IP アドレスを設定します。ネットワークから見る

と、ステルス ファイアウォールは接続ケーブルの一部のようなものです。

両方のファイアウォール タイプは、次の作業を行います。

 • ネットワークの保護されている側と保護されていない側の間を流れる両方向

のトラフィックを検査します。

 • ユーザ定義のポリシーに基づいてパケットを承認または拒否します。
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第 6 章      ファイアウォール負荷分散の設定

ファイアウォールの概要
ACE によるファイアウォールへのトラフィック分散方法

ACE は、サーバ ファーム内の設定されたデバイスへのトラフィックをロード バ
ランシングします。これらのデバイスは、ファイアウォール、キャッシュ、サー

バなど、IP アドレス指定可能なあらゆるオブジェクトです。エイリアス IP アド

レスもこのようなデバイスと見なされます。サーバ ファームの詳細については、

第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」の「サーバ ファームの設定」

を参照してください。ACE がファイアウォールへのトラフィックをロード バラ

ンシングするときに実行する機能は、サーバ ファームにある実サーバへのレイ

ヤ 3 トラフィックをロード バランシングするときに実行する機能と同じです。

ACE は、ロード バランシング アルゴリズムまたはプレディクタを使用して、デ

バイスのタイプにかかわらず、サーバ ファーム内の設定されたデバイス間での

トラフィック分散方法を決定します。FWLB では、ハッシュ アドレス送信元お

よびハッシュ アドレス宛先プレディクタだけを使用することを推奨します。

FWLB で、特に制御チャネルとデータ チャネルが分離しているアプリケーショ

ン（FTP など）に対して他のプレディクタを使用すると、障害が発生してトラ

フィックがブロックされる場合があります。

ロード バランシングのプレディクタ方式の詳細については、第 2 章「実サーバ

およびサーバ ファームの設定」の「サーバ ファーム プレディクタ方式の設定」

を参照してください。

サポート対象のファイアウォール設定

ACE は、スタンダード ファイアウォールとステルス ファイアウォールのどちら

へのトラフィックでもロード バランシングできます。

スタンダード ファイアウォールの場合、単一の ACE またはそれぞれ 2 つの異

なった Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは 2 つの異なった Cisco 7600 シリー

ズ ルータにある一組の ACE が、サーバ ファーム内のサーバ間のトラフィックを 
ACE でロード バランシングするときと同様に、一意の IP アドレスを持つファイ

アウォール間でトラフィックをロード バランシングします（図 6-1を参照）。

図 6-1 では、トラフィックがファイアウォールを通過し、ファイアウォールは両

方向でトラフィックをフィルタリングします。インターネットからのトラフィッ

クについては、サーバ ファーム SF_INSEC のファイアウォールへのトラフィッ

クを ACE A がロード バランシングします。イントラネットからのトラフィック

については、サーバ ファーム SF_SEC のファイアウォールへのトラフィックを 
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第 6 章      ファイアウォール負荷分散の設定        

ファイアウォールの概要
ACE B がロード バランシングします。元のトラフィックが通過したファイア

ウォールと同じファイアウォールをリターン トラフィックが通過するように

ファイアウォールを設定します。

図 6-1 スタンダード ファイアウォールの設定 

ステルス ファイアウォールの場合は、ファイアウォールを通過するパスを提供

する複数の ACE で一意のエイリアス IP アドレスを持つインターフェイス間で、

ACE がトラフィックをロード バランシングします（図 6-2を参照）。ステルス 
ファイアウォールは、特定の VLAN 上を流れる両方向のトラフィックがすべて

同じファイアウォールを通過するように設定します。
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第 6 章      ファイアウォール負荷分散の設定

スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定  
図 6-2 ステルス ファイアウォールの設定（デュアル ACE だけ） 

図 6-2 では、トラフィックがファイアウォールを通過し、ファイアウォールは両

方向でトラフィックをフィルタリングします。イントラネットへのパスでは、

VLAN 101、VLAN 102、および VLAN 103 の間で ACE A がトラフィックを

ロード バランシングし、ファイアウォールを経由して ACE B に送ります。イン

ターネットへのパスでは、VLAN 201、VLAN 202、および VLAN 203 の間で 
ACE B がトラフィックをロード バランシングし、ファイアウォールを経由して 
ACE A に送ります。それぞれの ACE は、もう一方の ACE に設定したエイリア

ス IP アドレスをロード バランシング プロセスのターゲットとして使用します。

スタンダード ファイアウォールのロード バラン
シングの設定

この項では、スタンダード ファイアウォールのファイアウォール負荷分散の設

定方法を説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • スタンダード FWLB 設定の概要

 • スタンダード FWLB 設定のクイック スタート
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第 6 章      ファイアウォール負荷分散の設定        

スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定
（注） ネットワーク内のファイアウォール デバイスの設定の詳細については、ご使用

のファイアウォール製品に付属のマニュアルを参照してください。

スタンダード FWLB 設定の概要

このスタンダード FWLB の設定例では（図 6-1を参照）、2 台の ACE（ACE A、

ACE B）間で 3 つのファイアウォール（FW1、FW2、FW3）を設定します （1 
台の ACE だけでもスタンダード FWLB を設定できます）。トラフィックは、

ファイアウォールの両側にある共有 VLAN を経由してファイアウォールに出入

りします（低セキュリティ側は VLAN 101、高セキュリティ側は VLAN 201）。
各共有 VLAN 上のサーバ ファーム内で実サーバとして設定された各ファイア

ウォールに一意の IP アドレスを割り当てます。

他の VLAN は、次のロケーションへの接続を提供します。

 • インターネット（VLAN 100）

 • 内部ネットワーク（VLAN 200）

 • 内部サーバ ファーム（VLAN 20）

スタンダード FWLB 設定のクイック スタート

ここでは、それぞれ別々の Catalyst 6500 シリーズ スイッチにある 2 台の ACE 
モジュールでスタンダード FWLB を設定するためのステップバイステップ手順

を示すクイック スタート表を提供します。スタンダード FWLB は、ACEが 1 台
だけでも設定できます。次の内容について説明します。

 • ACE A のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート

 • ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート

ACE A のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート

表 6-1 は、ACE A でスタンダード FWLB を設定するために必要な手順の概要を

示しています（図 6-1を参照）。各ステップには、作業の完了に必要な CLI コマ

ンドが示されています。
6-6
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



   

第 6 章      ファイアウォール負荷分散の設定

スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定  
表 6-1 ACE A のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を設定してト

ラフィックを許可します。ACL は、アプリケーションのニーズに合わせて

修正できます。ACL の設定の詳細については、『Cisco Application 
Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照してくださ

い。

host1/Admin(config)# access-list ACL1 line 10 extended permit ip 
any any
host1/Admin(config-acl)# exit
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スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定
4. 3 台の実サーバで、VLAN 101 に属するファイアウォールの低セキュリ

ティ側を設定します。実サーバの設定の詳細については、第 2 章「実サー

バおよびサーバ ファームの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# rserver FW_INSEC_1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 100.101.1.1
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_INSEC_2
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 100.101.1.2
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_INSEC_3
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 100.101.1.3
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

5. ファイアウォールの低セキュリティ側（インターネット）からの接続を処

理するようにサーバ ファームを設定します。ACE は、ハッシュ アドレス

送信元プレディクタを使用して、送信元 IP アドレスに基づいてファイア

ウォールを選択します。サーバ ファームの設定の詳細については、第 2 章
「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# serverfarm SF_INSEC
host1/Admin(config-sfarm-host)# transparent
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash address source 
255.255.255.255
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_INSEC_1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_INSEC_2
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_INSEC_3
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit

表 6-1 ACE A のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定  
6. サーバ ファーム SF-INSEC への要求がロード バランシングされるように、

レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップを設定します。そのポリ

シー マップとデフォルト クラス マップおよびサーバ ファーム SF-INSEC 
を関連付けます。SLB のトラフィック ポリシー設定の詳細については、

第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設

定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
LB_FW_INSEC
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SF_INSEC
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit

7. ファイアウォールの低セキュリティ側の VLAN 100 で VIP アドレス 
255.1.1.1 にマッチするインターネットからのトラフィックを分類するよう

に、レイヤ 3 クラス マップを設定します。SLB のトラフィック ポリシー

設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するト

ラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# class-map match-any FW_VIP
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 200.1.1.1 
255.255.0.0 any
host1/Admin(config-cmap)# exit

8. レイヤ 3 ポリシー マップを設定し、それとレイヤ 3 クラス マップおよびレ

イヤ 7 ポリシー マップを関連付けて、トラフィック ポリシー設定を完了

します。SLB のトラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章
「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参

照してください。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match POL_INSEC
host1/Admin(config-pmap)# class FW_VIP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy LB_FW_INSEC
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit

表 6-1 ACE A のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定
9. インターネットからのトラフィックを受信し、イントラネットからのトラ

フィックをインターネットに送信するために ACE で使用するインター

フェイスを設定します。ACL（ACL1）とレイヤ 3 ポリシー

（POL_INSEC）を、そのインターフェイスに適用します。インターフェイ

スの設定の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module 
Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 100
host1/Admin(config-if)# ip address 100.100.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_INSEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

10. ファイアウォールの低セキュリティ側のインターフェイスを設定します。

ACE は、このインターフェイスを使用してファイアウォールへのトラ

フィックをロード バランシングし、イントラネットからのトラフィックを

受信します。インターフェイスの設定の詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module Routing and Bridging Configuration 
Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 101
host1/Admin(config-if)# ip address 100.101.1.101 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# Ctrl-z

11. 次の show コマンドを使用して、FWLB の設定を確認します。

host1/Admin# show running-config access-list
host1/Admin# show running-config class-map
host1/Admin# show running-config interface
host1/Admin# show running-config policy-map
host1/Admin# show running-config rserver
host1/Admin# show running-config serverfarm

12.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 6-1 ACE A のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定  
ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート

表 6-2 は、ACE B でスタンダード FWLB を設定するために必要な手順の概要を

示しています（図 6-1を参照）。ステップごとに、CLI コマンドおよび作業に必

要な手順の参照を示します。

表 6-2 ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. ACL を設定してトラフィックを許可します。ACL は、アプリケーション

のニーズに合わせて修正できます。ACL の設定の詳細については、

『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』
を参照してください。

host1/Admin(config)# access-list ACL1 line 10 extended permit ip 
any any
host1/Admin(config-acl)# exit
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スタンダード ファイアウォールのロード バランシングの設定
4. 3 台の実サーバで、VLAN 201 に属するファイアウォールの高セキュリ

ティ側を設定します。実サーバの設定の詳細については、第 2 章「実サー

バおよびサーバ ファームの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# rserver FW_SEC_1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 100.201.1.1
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_SEC_2
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 100.201.1.2
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_SEC_3
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 100.201.1.3
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

5. ファイアウォールの高セキュリティ側（イントラネット）からの接続を処

理するようにサーバ ファームを設定します。この場合、ACE は、ハッシュ 
アドレス宛先プレディクタを使用して、宛先 IP アドレスに基づいてファイ

アウォールを選択します。このプレディクタによって、ACE は、リターン 
フローおよび関連する接続に対して同じファイアウォールを選択できます。

たとえば、FTP の場合、制御チャネルとデータ チャネルがいずれも同じ

ファイアウォールを通過できます。サーバ ファームの設定の詳細について

は、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照してくださ

い。

host1/Admin(config)# serverfarm SF_SEC
host1/Admin(config-sfarm-host)# transparent
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash address 
destination 255.255.255.255
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_SEC_1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_SEC_2
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_SEC_3
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit

表 6-2 ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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6. ファイアウォールの高セキュリティ側の VLAN 20 でコンテンツをロード 
バランシングするように 2 台の実サーバを設定します。サーバ ファームの

設定の詳細については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」

を参照してください。

host1/Admin(config)# rserver REAL1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 20.1.1.1
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver REAL2
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 20.1.1.2
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver REAL3
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 20.1.1.3
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

7. HTTP サーバの標準的なサーバ ファームを設定します。サーバ ファームの

設定の詳細については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」

を参照してください。

host1/Admin(config)# serverfarm SEC_20_SF
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver REAL1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver REAL2
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver REAL3
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit

表 6-2 ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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8. デフォルト クラス マップを使用して、VLAN 20 の HTTP サーバ ファーム

へのトラフィックをロード バランシングするレイヤ 7 ポリシー マップを

設定します。SLB のトラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」

を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
SEC_20_LB
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SEC_20_SF
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit

9. VLAN 201 で設定された仮想 IP アドレス 200.1.1.1 に向かうトラフィック

を分類するように、レイヤ 3 クラス マップを設定します。SLB のトラ

フィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラン

シングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# class-map match-any SEC_20_VS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 200.1.1.1 
255.255.0.0 any
host1/Admin(config-cmap)# exit

10. レイヤ 3 ポリシー マップを設定し、それとレイヤ 3 クラス マップ

（SEC_20_VS）およびレイヤ 7 ポリシー マップ（SEC_20_LB）を関連付

けます。このステップによって、VLAN 20 の HTTP サーバへのトラ

フィックをロード バランシングするポリシーが完成します。SLB のトラ

フィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラン

シングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match POL_SEC_20
host1/Admin(config-pmap)# class SEC_20_VS
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy SEC_20_LB

表 6-2 ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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11. インターネットに向けて VLAN 200 または VLAN 20 から VLAN 201 の
ファイアウォールの高セキュリティ側に送られるトラフィックをロード バ
ランシングするように、レイヤ 7 ポリシー マップを設定します。SLB の
トラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バ
ランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
LB_FW_SEC
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SF_SEC
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit

12. ファイアウォールの高セキュリティ側からインターネットに向かうすべて

のトラフィックを分類するように、レイヤ 3 クラス マップを設定します。

SLB のトラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロー

ド バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してくださ

い。

host1/Admin(config)# class-map match-any FW_SEC_VIP
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 
any
host1/Admin(config-cmap)# exit

13. レイヤ 3 ポリシー マップを設定し、それとレイヤ 7 ポリシー マップ

（LB_FW_SEC）およびレイヤ 3 クラス マップ（FW_SEC_VIP）を関連付

けます。VIP でロード バランシングを有効にします。このステップによっ

て、ファイアウォールの高セキュリティ側からインターネットに向かうす

べての要求をロード バランシングするポリシーが完成します。SLB のト

ラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラ

ンシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match POL_SEC
host1/Admin(config-pmap)# class FW_SEC_VIP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance LB_FW_SEC
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit

表 6-2 ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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14. ファイアウォールの高セキュリティ側のインターフェイスを、インター

ネットから発信されてそのファイアウォールを通過するトラフィック用に

設定します。ACE は、このインターフェイスを使用してファイアウォール

からのトラフィックを捕捉し、HTTP サーバ ファームへのそのトラフィッ

クをロード バランシングして、リモート ホストにルーティングします。

インターフェイスの設定の詳細については、『Cisco Application Control 
Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してく

ださい。

host1/Admin(config)# interface vlan 201
host1/Admin(config-if)# ip address 100.201.1.201 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC_20
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

15. VLAN 20 の HTTP サーバ ファームからのトラフィック用に、ファイア

ウォールの高セキュリティ側のインターフェイスを設定します。インター

フェイスの設定の詳細については、『Cisco Application Control Engine 
Module Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 20
host1/Admin(config-if)# ip address 20.1.1.20 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

16. VLAN 200 のリモート ホストからのトラフィック用に、ファイアウォール

の高セキュリティ側のインターフェイスを設定します。インターフェイス

の設定の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module 
Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 200
host1/Admin(config-if)# ip address 200.1.1.200 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# Ctrl-z

表 6-2 ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定 
ステルス ファイアウォール負荷分散の設定
この項では、ステルス FWLB の設定方法を説明します。具体的な内容は次のと

おりです。

 • ステルス ファイアウォール負荷分散設定の概要

 • ステルス ファイアウォール負荷分散設定のクイック スタート

（注） ネットワーク内のファイアウォール デバイスの設定の詳細については、ご使用

のファイアウォール製品に付属のマニュアルを参照してください。

ステルス ファイアウォール負荷分散設定の概要

（注） ステルス FWLB の設定では、それぞれが別個の Catalyst 6500 シリーズ スイッ

チまたは Cisco 7600 シリーズ ルータに配置された 2 台の ACEを設定する必要

があります。

このステルス FWLB の設定例では（図 6-2 を参照）、ACE A と ACE B が、3 つ
のファイアウォールを通過するトラフィックをロード バランシングします。

サーバ ファーム内で実サーバとして設定された各ファイアウォールは、2 つの異

なる VLAN に接続します。その 1 つはファイアウォールの低セキュリティ側、

17. 次の show コマンドを使用して、FWLB の設定を確認します。

host1/Admin# show running-config access-list
host1/Admin# show running-config class-map
host1/Admin# show running-config interface
host1/Admin# show running-config policy-map
host1/Admin# show running-config rserver
host1/Admin# show running-config serverfarm

18.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 6-2 ACE B のスタンダード FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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もう 1 つは高セキュリティ側にあります。ステルス ファイアウォールは、

VLAN 上で IP アドレスを持ちません。その代わり、ファイアウォールが接続す

る ACE のインターフェイスごとにエイリアス IP アドレスを設定します。ACE 
は、エイリアス IP アドレスを使用して、トラフィックを正しいファイアウォー

ルへ送信します。

インターネットからイントラネットへのパスでは、トラフィックは、異なる 
VLAN（VLAN 101、VLAN 102、VLAN 103）からファイアウォールの低セ

キュリティ側に入り、それらの高セキュリティ側から別々の VLAN（VLAN 
201、VLAN 202、VLAN 203）へ出て行きます。イントラネットからインター

ネットへのパスでは、フローは逆になります。他の VLAN は、次のロケーショ

ンへの接続を提供します。

 • インターネット（VLAN 100）

 • リモート ホスト（VLAN 200）

 • イントラネット サーバ ファーム（VLAN 20）

ステルス ファイアウォール負荷分散設定のクイック スタート

ここでは、2 台の ACE  モジュールでステルス FWLB を設定するためのステップ

バイステップ手順を示すクイック スタート表を提供します。次の内容について

説明します。

 • ACE A のステルス FWLB 設定のクイック スタート

 • ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート

ACE A のステルス FWLB 設定のクイック スタート

表 6-3 は、ACE A（低セキュリティ側）でステルス FWLB を設定するために必

要な手順の概要を示しています。各ステップには、作業の完了に必要な CLI コ
マンドが示されています。
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表 6-3 ACE A のステルス FWLB 設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. ACE へのトラフィックを許可するように、ACL を設定します。ACL は、

アプリケーションのニーズに合わせて修正できます。ACL の設定の詳細に

ついては、『Cisco Application Control Engine Module Security 
Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# access-list ACL1 line 10 extended permit ip 
any any
host1/Admin(config-acl)# exit

4. 3 台の実サーバで、VLAN 101、102、および 103 に属するファイアウォー

ルの低セキュリティ側を設定します。実サーバの設定の詳細については、

第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# rserver FW_INSEC_1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 101.0.201.100
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_INSEC_2
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 101.0.202.100
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_INSEC_3
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 101.0.203.100
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit
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5. ファイアウォールの低セキュリティ側（インターネット）からの接続を処

理するようにサーバ ファームを設定します。ACE は、ハッシュ アドレス

送信元プレディクタを使用して、送信元 IP アドレスに基づいてファイア

ウォールを選択します。サーバ ファームの設定の詳細については、第 2 章
「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# serverfarm SF_INSEC
host1/Admin(config-sfarm-host)# transparent
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash address source 
255.255.255.255
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_INSEC_1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_INSEC_2
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_INSEC_3
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit

6. ファイアウォールから受信したパケットをインターネットに転送するよう

に、レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップを設定します。そのポ

リシー マップとデフォルト クラス マップを関連付けます。SLB のトラ

フィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラン

シングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
FORWARD_FW_INSEC
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# forward
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit

7. ファイアウォールの低セキュリティ側の VLAN 101、102、および 103 で
すべての VIP アドレス、ネットマスク、およびプロトコルにマッチする

ファイアウォールからのトラフィックを分類するように、レイヤ 3 クラス 
マップを設定します。

host1/Admin(config)# class-map match-any FORWARD_VIP
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 
any
host1/Admin(config-cmap)# exit

表 6-3 ACE A のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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8. レイヤ 3 ポリシー マップを設定し、それとレイヤ 3 フォワーディング クラ

ス マップ（FORWARD_VIP）およびレイヤ 7 フォワーディング ポリシー 
マップ（FORWARD_FW_INSEC）を関連付けて、フォワーディング ポリ

シー設定を完了します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match FORWARD_INSEC
host1/Admin(config-pmap)# class FORWARD_VIP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy FORWARD_FW_INSEC
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit

9. インターネットからサーバ ファーム SF-INSEC への要求をロード バラン

シングするように、レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップを設定

します。そのポリシー マップとデフォルト クラス マップおよびサーバ 
ファーム SF-INSEC を関連付けます。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
LB-FW-INSEC
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SF_INSEC
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit

10. ファイアウォールの低セキュリティ側の VLAN 100 で VIP アドレス 
200.1.1.1、ネットマスク 255.255.0.0、およびすべてのプロトコルにマッ

チするインターネットからのトラフィックを分類するように、レイヤ 3 ク
ラス マップを設定します。

host1/Admin(config)# class-map match-any FW_VIP
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 200.1.1.1 
255.255.0.0 any
host1/Admin(config-cmap)# exit

11. レイヤ 3 ポリシー マップを設定し、それとレイヤ 3 クラス マップ

（FW-VIP）およびレイヤ 7 ポリシー マップ（LB_FW_INSEC）を関連付

けて、ロード バランシング ポリシー設定を完了します。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match POL_INSEC
host1/Admin(config-pmap)# class FW_VIP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy LB_FW_INSEC
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit

表 6-3 ACE A のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定
12. インターネットからのトラフィックを受信し、ファイアウォールの低セ

キュリティ側へのそのトラフィックをロード バランシングするために 
ACE で使用するインターフェイスを設定します。ACL（ACL1）とレイヤ 
3 ポリシー（POL_INSEC）を、そのインターフェイスに適用します。イ

ンターフェイスの設定の詳細については、『Cisco Application Control 
Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してく

ださい。

host1/Admin(config)# interface vlan 100
host1/Admin(config-if)# ip address 100.100.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_INSEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

13. FW1 へのトラフィックをロード バランシングし、イントラネットからの

トラフィックを受信するために ACE A で使用するファイアウォールの低

セキュリティ側のインターフェイスを設定します。インターフェイスの設

定の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Routing 
and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 101
host1/Admin(config-if)# ip address 101.0.101.10 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# alias 101.0.101.100 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# service-policy input FORWARD_INSEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

表 6-3 ACE A のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定 
14. FW2 へのトラフィックをロード バランシングし、イントラネットからの

トラフィックを受信するために ACE A で使用するファイアウォールの低

セキュリティ側のインターフェイスを設定します。インターフェイスの設

定の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Routing 
and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 102
host1/Admin(config-if)# ip address 101.0.102.20 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# alias 101.0.102.100 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# service-policy input FORWARD_INSEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

15. FW3 へのトラフィックをロード バランシングし、イントラネットからの

トラフィックを受信するために ACE A で使用するファイアウォールの低

セキュリティ側のインターフェイスを設定します。インターフェイスの設

定の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Routing 
and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 103
host1/Admin(config-if)# ip address 101.0.103.30 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# alias 101.0.103.100 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# service-policy input FORWARD_INSEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# Ctrl-z

16. 次の show コマンドを使用して、FWLB の設定を確認します。

host1/Admin# show running-config access-list
host1/Admin# show running-config class-map
host1/Admin# show running-config interface
host1/Admin# show running-config policy-map
host1/Admin# show running-config rserver
host1/Admin# show running-config serverfarm

17.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 6-3 ACE A のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定
ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート

表 6-4 は、ACE B（高セキュリティ側）でステルス FWLB を設定するために必

要な手順の概要を示しています。各ステップには、作業の完了に必要な CLI コ
マンドが示されています。

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. ACE へのトラフィックを許可するように、ACL を設定します。ACL は、

アプリケーションのニーズに合わせて修正できます。ACL の設定の詳細に

ついては、『Cisco Application Control Engine Module Security 
Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# access-list ACL1 line 10 extended permit ip 
any any
host1/Admin(config-acl)# exit
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定 
4. 3 台の実サーバで、VLAN 201、202、および 203 に属するファイアウォー

ルの高セキュリティ側を設定します。実サーバの設定の詳細については、

第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# rserver FW_SEC_1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 101.0.101.100
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_SEC_2
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 101.0.102.100
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver FW_SEC_3
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 101.0.103.100
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

5. ファイアウォールの高セキュリティ側（イントラネット）からの接続を処

理するようにサーバ ファームを設定します。この場合、ACE は、ハッシュ 
アドレス宛先プレディクタを使用して、宛先 IP アドレスに基づいてファイ

アウォールを選択します。このプレディクタによって、ACE は、リターン 
フローおよび関連する接続に対して同じファイアウォールを選択できます。

たとえば、FTP の場合、制御チャネルとデータ チャネルがいずれも同じ

ファイアウォールを通過できます。サーバ ファームの設定の詳細について

は、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照してくださ

い。

host1/Admin(config)# serverfarm SF_SEC
host1/Admin(config-sfarm-host)# transparent
host1/Admin(config-sfarm-host)# predictor hash address 
destination 255.255.255.255
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_SEC_1
host1/Admin(config-sfarm-host)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_SEC_2
host1/Admin(config-sfarm-host)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver FW_SEC_3
host1/Admin(config-sfarm-host)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定
6. ファイアウォールの高セキュリティ側の VLAN 20 でコンテンツをロード 
バランシングするように 3 台の実サーバを設定します。実サーバの設定の

詳細については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設定」を参照

してください。

host1/Admin(config)# rserver REAL1
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 20.1.1.1
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver REAL2
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 20.1.1.2
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

host1/Admin(config)# rserver REAL3
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 20.1.1.3
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit

7. VLAN 20 の HTTP サーバへの要求をロード バランシングするように、そ

の HTTP サーバの標準的なサーバ ファームを設定します。サーバ ファー

ムの設定の詳細については、第 2 章「実サーバおよびサーバ ファームの設

定」を参照してください。

host1/Admin(config)# serverfarm SEC_20_SF
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver REAL1
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver REAL2
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver REAL3
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定 
8. デフォルト クラス マップを使用して、VLAN 20 の HTTP サーバ ファーム

へのトラフィックをロード バランシングするレイヤ 7 ポリシー マップを

設定します。SLB のトラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 
章「サーバ ロード バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」

を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
SEC_20_LB
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SEC_20_SF
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit

9. VLAN 201、202、および 203 上の仮想 IP アドレス 200.1.1.1 に向かうト

ラフィックを分類するように、レイヤ 3 クラス マップを設定します。SLB 
のトラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード 
バランシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してくださ

い。

host1/Admin(config)# class-map match-any SEC_20_VS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 200.1.1.1 
255.255.0.0 any
host1/Admin(config-cmap)# exit

10. レイヤ 3 ポリシー マップを設定し、それとレイヤ 3 クラス マップ

（SEC_20_VS）およびレイヤ 7 ポリシー マップ（SEC_20_LB）を関連付

けます。このステップによって、VLAN 20 の HTTP サーバへのトラ

フィックをロード バランシングするポリシーが完成します。SLB のトラ

フィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラン

シングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match POL_SEC_20
host1/Admin(config-pmap)# class SEC_20_VS
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy SEC_20_LB
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定
11. インターネットに向けて VLAN 200 または VLAN 20 から VLAN 201 の
ファイアウォールの高セキュリティ側に送られる要求をロード バランシン

グするように、レイヤ 7 ポリシー マップを設定します。SLB のトラ

フィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラン

シングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match 
LB_FW_SEC
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# serverfarm SF_SEC
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit

12. ファイアウォールの高セキュリティ側からのすべてのトラフィック（あら

ゆる IP アドレス、ネットマスク、およびプロトコル）を分類するように、

レイヤ 3 クラス マップを設定します。SLB のトラフィック ポリシー設定

の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バランシングに関するトラ

フィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# class-map match-any FW_SEC_VIP
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 
any
host1/Admin(config-cmap)# exit

13. レイヤ 3 ポリシー マップを設定し、それとレイヤ 7 ポリシー マップ

（LB_FW_SEC）およびレイヤ 3 クラス マップ（FW_SEC_VIP）を関連付

けます。VIP でロード バランシングを有効にします。このステップによっ

て、ファイアウォールの高セキュリティ側からインターネットに向かうす

べての要求をロード バランシングするポリシーが完成します。SLB のト

ラフィック ポリシー設定の詳細については、第 3 章「サーバ ロード バラ

ンシングに関するトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。

host1/Admin(config)# policy-map multi-match POL_SEC
host1/Admin(config-pmap)# class FW_SEC_VIP
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance vip inservice
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy LB_FW_SEC
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定 
14. トラフィックをイントラネットから FW1 に送信するため、そしてイン

ターネットから発信されてファイアウォールを通過するトラフィックを受

信するために ACE で使用するファイアウォールの高セキュリティ側のイ

ンターフェイスを設定します。インターフェイスの設定の詳細について

は、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging 
Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 201
host1/Admin(config-if)# ip address 101.0.201.10 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# alias 101.0.201.100 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC_20
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

15. トラフィックをイントラネットから FW2 に送信するため、およびイン

ターネットから発信されてファイアウォールを通過するトラフィックを受

信するために ACE で使用するファイアウォールの高セキュリティ側のイ

ンターフェイスを設定します。インターフェイスの設定の詳細について

は、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging 
Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 202
host1/Admin(config-if)# ip address 101.0.202.20 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# alias 101.0.202.100 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC_20
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定
16. トラフィックをイントラネットから FW3 に送信するため、およびイン

ターネットから発信されてファイアウォールを通過するトラフィックを受

信するために ACE で使用するファイアウォールの低セキュリティ側のイ

ンターフェイスを設定します。インターフェイスの設定の詳細について

は、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging 
Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 203
host1/Admin(config-if)# ip address 101.0.203.30 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# alias 101.0.203.100 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# mac-sticky enable
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC_20
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

17. VLAN 200 のリモート ホストからインターネットに向かうトラフィックを

受信するために ACE で使用するインターフェイスを設定します。ACL
（ACL1）とレイヤ 3 ポリシー マップ（POL_SEC）を、そのインターフェ

イスに適用します。インターフェイスの設定の詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module Routing and Bridging Configuration 
Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 200
host1/Admin(config-if)# ip address 200.1.1.200 255.255.255.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# exit

18. VLAN 20 の HTTP サーバ ファームからインターネットに向かうトラ

フィックを受信するために ACE で使用するインターフェイスを設定しま

す。ACL（ACL1）とレイヤ 3 ポリシー マップ（POL_SEC）を、そのイ

ンターフェイスに適用します。インターフェイスの設定の詳細について

は、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging 
Configuration Guide』を参照してください。

host1/Admin(config)# interface vlan 20
host1/Admin(config-if)# ip address 20.100.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# access-group input ACL1
host1/Admin(config-if)# service-policy input POL_SEC
host1/Admin(config-if)# no shutdown
host1/Admin(config-if)# Ctrl-z

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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ステルス ファイアウォール負荷分散の設定 
19. 次の show コマンドを使用して、FWLB の設定を確認します。

host1/Admin# show running-config access-list
host1/Admin# show running-config class-map
host1/Admin# show running-config interface
host1/Admin# show running-config policy-map
host1/Admin# show running-config rserver
host1/Admin# show running-config serverfarm

20.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。

host1/Admin# copy running-config startup-config

表 6-4 ACE B のステルス FWLB 設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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FWLB 設定の表示
FWLB 設定の表示
EXEC モードで show running-config コマンドを使用することによって、実行

コンフィギュレーション全体を表示できます。このコマンドの構文は次のとおり

です。

show running-config

実行コンフィギュレーションの FWLB に関連したセクションを表示するには、

EXEC モードで次のコマンドを使用します。

 • show running-config access-list

 • show running-config class-map

 • show running-config interface

 • show running-config policy-map

 • show running-config rserver

 • show running-config serverfarm

 • show running-config service-policy

ファイアウォール負荷分散の設定例
この項では、スタンダードおよびステルス FWLB の設定例を示します。具体的

な内容は次のとおりです。

 • スタンダード ファイアウォール負荷分散の設定例

 • ステルス ファイアウォールの構成例

スタンダード ファイアウォール負荷分散の設定例

次の例は、実行コンフィギュレーションのスタンダード FWLB に関連した部分

を示しています。この設定は、ファイアウォールをはさんで配置された Catalyst 
6500 シリーズ スイッチ内にそれぞれ配置された 2 台の ACE  モジュールに基づ

いています（図 6-1を参照）。スタンダード FWLB は、ACEが 1 台だけでも設

定できます。
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ファイアウォール負荷分散の設定例
ACE A のコンフィギュレーション - スタンダード ファイアウォール負荷分散

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host FW_INSEC_1
  ip address 100.101.1.1
  inservice
rserver host FW_INSEC_2
  ip address 100.101.1.2
  inservice
rserver host FW_INSEC_3
  ip address 100.101.1.3
  inservice

serverfarm INSEC_SF
  transparent
  predictor hash address source 255.255.255.255
  rserver FW_INSEC_1
    inservice
  rserver FW_INSEC_2
    inservice
  rserver FW_INSEC_3
    inservice

class-map match-any FW_VIP
  10 match virtual-address 200.1.1.1 255.255.0.0 any
policy-map type loadbalance first-match LB_FW_INSEC
  class class-default
    serverfarm INSEC_SF
policy-map multi-match POL_INSEC
  class FW_VIP
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy LB_FW_INSEC

interface vlan 100
  ip addr 100.100.1.100 255.255.0.0
  access-group input ACL1
  service-policy input POL_INSEC
  no shutdown
interface vlan 101
  ip addr 100.101.1.101 255.255.0.0
  access-group input ACL1
  mac-sticky enable
  no shutdown
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ファイアウォール負荷分散の設定例
ACE B のコンフィギュレーション - スタンダード ファイアウォール負荷分散

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver FW_SEC_1
  ip address 100.201.1.1
  inservice
rserver FW_SEC_2
  ip address 100.201.1.2
  inservice
rserver FW_SEC_3
  ip address  100.201.1.3
  inservice

rserver REAL1
  ip address 20.1.1.1
  inservice
rserver REAL2
  ip address 20.1.1.2
  inservice
rserver REAL3
  ip address 20.1.1.3
  inservice

serverfarm SEC_SF
  predictor hash address destination 255.255.255.255
  transparent
  rserver FW_SEC_1
    inservice
  rserver FW_SEC_2
    inservice
  rserver FW_SEC_3
    inservice

serverfarm SEC_20_SF
  rserver REAL1
    inservice
  rserver REAL2
    inservice
  rserver REAL3
    inservice

class-map match-any SEC_20_VS
  10 match virtual-address 200.1.1.1 255.255.0.0 any
class-map match any FW_SEC_VIP
  10 match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 any
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ファイアウォール負荷分散の設定例
policy-map type loadbalance first-match SEC_20_LB
  class class-default
    serverfarm SEC_20_SF
policy-map multi-match POL_SEC_20
  class SEC_20_VS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy SEC_20_LB

policy-map type loadbalance first-match LB_FW_SEC
  class class-default
    serverfarm SEC_SF
policy-map multi-match POL_SEC
  class FW_SEC_VIP
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy LB_FW_SEC

interface vlan 201
  ip address 100.201.1.201 255.255.0.0
  access-group input ACL1
  mac-sticky enable
  service-policy input POL_SEC_20
  no shutdown
interface vlan 20
  ip address 20.1.1.20 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input POL_SEC
  no shutdown
interface vlan 200
  ip address 200.1.1.200 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input POL_SEC
  no shutdown

ステルス ファイアウォールの構成例

次の例は、実行コンフィギュレーションのステルス FWLB に関連した部分を示

しています。この設定では、別個の Catalyst 6500 シリーズ スイッチ内にそれぞ

れ配置された 2 台の ACE モジュール が必要です。

ACE A のコンフィギュレーション - ステルス ファイアウォール負荷分散

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver FW_INSEC_1
  ip address 101.0.201.100
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ファイアウォール負荷分散の設定例
  inservice
rserver FW_INSEC_2
  ip address 101.0.202.100
  inservice
rserver FW_INSEC_3
  ip address 101.0.203.100
  inservice

serverfarm INSEC_SF
  transparent
  predictor hash address source 255.255.255.255
  rserver FW_INSEC_1
    inservice
  rserver FW_INSEC_2
    inservice
  rserver FW_INSEC_3
    inservice

class-map match-any FORWARD-VIP
  10 match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 any
class-map match-any FW_VIP
  10 match virtual-address 200.1.1.1 255.255.0.0 any
policy-map type loadbalance first-match FORWARD_FW_INSEC
  class class-default
    forward
policy-map type loadbalance first-match LB_FW_INSEC
  class class-default
    serverfarm INSEC_SF
policy-map multi-match FORWARD_INSEC
  class FORWARD_VIP
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy FORWARD_FW_INSEC
policy-map multi-match POL_INSEC
  class FW_VIP
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy LB_FW_INSEC

interface vlan 100
  ip address 100.100.1.10 255.255.0.0
  access-group input ACL1
  service-policy input POL_INSEC
  no shutdown
interface vlan 101
  ip address 101.0.101.10 255.255.255.0
  alias 101.0.101.100 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input FORWARD_INSEC
  no shutdown
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ファイアウォール負荷分散の設定例
interface vlan 102
  ip address 101.0.102.20 255.255.255.0
  alias 101.0.102.100 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input FORWARD_INSEC
  no shutdown
interface vlan 103
  ip address 101.0.103.30 255.255.0.0
  alias 101.0.103.100 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input FORWARD_INSEC
  no shutdown

ACE B のコンフィギュレーション - ステルス ファイアウォール負荷分散

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any 

rserver host REAL1
  ip address 20.1.1.1
  inservice
rserver host REAL2
  ip address 20.1.1.2
  inservice
rserver host REAL3
  ip address 20.1.1.3
  inservice

rserver host FW_SEC_1
  ip address 101.0.101.100
  inservice
rserver host FW_SEC_2
  ip address 101.0.102.100
  inservice
rserver host FW_SEC_3
  ip address 101.0.103.100
  inservice

serverfarm SEC_20_SF
  rserver REAL1
    inservice
  rserver REAL2
    inservice
  rserver REAL3
    inservice
serverfarm SEC_SF
  transparent
  predictor hash address destination 255.255.255.255
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ファイアウォール負荷分散の設定例
  rserver FW_SEC_1
    inservice
  rserver FW_SEC_2
    inservice
  rserver FW_SEC_3
    inservice

class-map match-any SEC_20_VS
  10 match virtual-address 200.1.1.1 255.255.0.0 any
class-map match-any FW_SEC_VIP
  10 match virtual-address 0.0.0.0 0.0.0.0 any

policy-map type loadbalance first-match SEC_20_LB
  class class-default
    serverfarm SEC_20_SF
policy-map type loadbalance first-match LB_FW_SEC
  class class-default
    serverfarm SEC_SF
policy-map multi-match POL_SEC_20
  class SEC_20_VS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy SEC_20_LB
policy-map multi-match POL_SEC
  class FW_SEC_VIP
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy LB_FW_SEC

interface vlan 201
  ip address 101.0.201.10 255.255.255.0
  alias 101.0.201.100 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  mac-sticky enable
  service-policy input POL_SEC_20
  no shutdown
interface vlan 202
  ip address 101.0.202.20 255.255.255.0
  alias 101.0.202.100 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  mac-sticky enable
  service-policy input POL_SEC_20
  no shutdown
interface vlan 203
  ip address 101.0.203.30 255.255.0.0
  alias 101.0.203.100 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  mac-sticky enable
  service-policy input POL_SEC_20
  no shutdown
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次の作業
interface vlan 20
  ip address 20.100.1.100 255.255.0.0
  access-group input ACL1
  service-policy input POL_SEC
  no shutdown
interface vlan 200
  ip address 200.1.1.200 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input POL_SEC
  no shutdown

次の作業
Toolkit Command Language（TCL）スクリプトを ACE で使用する場合は、付

録 A「ACE での TCL スクリプトの使用」を参照してください。
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次の作業
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ACE での TCL スクリプトの使用

ACEでは、Toolkit Command Language（TCL）スクリプトをコピー、アップ

ロード、および実行できます。TCL は、ネットワーク関連分野で広く使用され

ているスクリプト言語です。TCL には、さまざまなサイトから容易に入手でき

る開発済みスクリプトの大規模なライブラリもあります。TCL スクリプトを使

用して、カスタマイズされたヘルス プローブの TCL スクリプトを記述できま

す。このスクリプトで ACE CLI コマンドを実行することもできます。ACE で
は、UDP ソケット機能もサポートされています。

（注） ACE では、自らをモニタするカスタム スクリプトはサポートされません。

（注） ACE で同時に実行できるスクリプト プローブ インスタンスは 200 だけです。

この限度を超えると、show probe detail コマンドを実行したときに、Last 
disconnect err フィールドに「Out-of Resource: Max.  script-instance limit 
reached」エラー メッセージが表示され、out-of-sockets カウンタがインクリメ

ントされます。

この章では、スクリプトに関する情報を提供し、次の事項について説明します。

 • スクリプトの概要

 • プローブ スクリプトのクイック スタート

 • ACE へのスクリプトのコピーおよびロード

 • ヘルス プローブのスクリプト設定

 • プローブ スクリプトの記述

 • スクリプト情報の表示

 • プローブ スクリプトのデバッグ
A-1
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スクリプトの概要
スクリプトの概要
ACE は、さまざまなアプリケーションを使用するときに必要な複数のタイプの

ヘルス プローブ（たとえば、HTTP、TCP、または ICMP ヘルス プローブ）、お

よびネットワークを管理するためのヘルス プローブをサポートしています。現

行の ACE ソフトウェア リリースでサポートされている基本的なヘルス プローブ

のタイプでは、ご使用のネットワークで要求される特定のプローブ動作がサポー

トされない場合もあります。より柔軟なヘルス プローブ機能をサポートするた

め、ACE では、TCL スクリプトのアップロードと実行が可能です。

ACE の TCL インタープリタ コードは、標準の TCL ディストリビューションの

リリース 8.44 に基づいています。ヘルス プローブを設定するためのスクリプト

を作成できます。スクリプト プローブは、ACE ソフトウェアで利用できる他の

ヘルス プローブと同様に動作します。スクリプト プローブの一部として、ACE 
がスクリプトを定期的に実行し、実行スクリプトから返される終了コードによっ

て、特定の実サーバの相対的な健全性と可用性が示されます。ヘルス プローブの

詳細については、第 4 章 「ヘルス モニタリングの設定」を参照してください。

スクリプトに ACE CLI コマンド用コマンドが含まれている場合、このスクリプ

ト プローブの実行時にこれらの CLI コマンドが実行されます。ACECLI コマン

ドを実行するための TCL コマンドの詳細については、表 A-4を参照してくださ

い。

（注） Cisco Technical Assistance Center（TAC）では、記述されたカスタムスクリプ

トをサポートしません。スクリプト プローブの目的は、実サーバのヘルス 
チェックだけです。ACE のヘルス チェックや ACE の設定への変更にスクリプ

トを使用しないでください。

シスコシステムズが提供するスクリプト

ユーザの便宜のため、次の ACE 用サンプル スクリプトが TCL 機能をサポート

するためにシスコシステムズにより提供され、Cisco TAC によりサポートされて

います。

 • CHECKPORT_STD_SCRIPT

 • ECHO_PROBE_SCRIPT

 • FINGER_PROBE_SCRIPT

 • FTP_PROBE_SCRIPT
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スクリプトの概要
 • HTTP_PROBE_SCRIPT

 • HTTPCONTENT_PROBE

 • HTTPHEADER_PROBE

 • HTTPPROXY_PROBE

 • IMAP_PROBE

 • LDAP_PROBE

 • MAIL_PROBE

 • POP3_PROBE

 • PROBENOTICE_PROBE

 • RTSP_PROBE

 • SSL_PROBE_SCRIPT

これらのスクリプトは、probe: ディレクトリに置かれており、Admin コンテキ

ストおよびユーザ コンテキストの両方でアクセスできます。このディレクトリ

の内容を表示するには、次のコマンドを使用します。

host1/Admin# dir probe:

スクリプトをメモリにロードしてプローブに関連付けると、プローブでこれらの

サンプル スクリプトを使用できます。新しいスクリプト プローブを設定する場

合、ACE は 初に disk0: ディレクトリでスクリプト ファイルを探し、次に 
probe: ディレクトリを探します。同じ名前のスクリプト ファイルが disk0: ディ

レクトリと probe: ディレクトリの両方に配置されている場合、ACE は、disk0: 
ディレクトリのファイルを使用します。probe: ディレクトリのスクリプト ファ

イルは読み取り専用であるため、これをコピーしたり変更したりできません。

スクリプトをメモリにロードする方法については、「ACE のメモリへのスクリプ

トのロード」を参照してください。スクリプトをプローブと関連付ける方法につ

いては、第 4 章 「ヘルス モニタリングの設定」の「スクリプトとプローブの関

連付け」を参照してください。

プローブ サスペクト

プローブ サスペクトは、ACE がプローブを送信する宛先（IP アドレスおよび

ポート）です。通常、IP アドレスはプローブが設定されたオブジェクトに関連

付けられたアドレスです（rserver、サーバ ファーム、サーバ ファームで設定さ

れた rserver など）。ポートを設定するには probe scripted コマンドを使用しま
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プローブ スクリプトのクイック スタート
す。各サスペクトの IP アドレスおよびポートは、それぞれ realIP および 
realPort として scriptprobe_env 配列（「環境変数」を参照）のスクリプトに渡さ

れます。probe scripted コマンドでポートを指定しない場合、ヘルス プローブ 
スクリプトは、スクリプト自身でデフォルト ポートを指定します。たとえば、

SSL_PROBE_SCRIPT ファイルは標準 HTTPS ポートである 443 のデフォルト 
ポートを指定します。probe scripted コマンドの詳細については、「ヘルス プ
ローブのスクリプト設定」を参照してください。

プローブ スクリプトのクイック スタート
プローブ スクリプトを実行するには、スクリプトを ACE にコピーし、スクリプ

ト プローブを設定し、スクリプトをプローブと関連付ける必要があります。

表 A-1 は、スクリプトを ACE にコピーおよびロードし、関連付けるスクリプト 
プローブを設定する手順を示しています。

表 A-1 プローブ スクリプトのクイック スタート 

作業およびコマンドの例

1. スクリプトを ACE の disk0: ディレクトリにコピーします。たとえば、ス

クリプトを FTP サーバから ACE にコピーし、それの名前を ACETCL に
変更するには、次のように入力します。

host1/Admin# copy ftp://192.168.1.1/test1/ECHO_PROBE_SCRIPT 
disk0:ACETCL
Enter username:

プロンプトで、サーバのユーザ名を入力する必要があります。

（注） スクリプトに割り当てるファイル名は、コンテキスト全体で一意とし

ます。このファイル名は、スクリプトを ACE のメモリにロードし、プ

ローブを設定するときに使用します。
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

プローブ スクリプトのクイック スタート  
2. 複数のコンテキストを使用している場合は、CLI プロンプトに注意し、目

的のコンテキスト内で作業を実行していることを確認します。必要な場合

は、正しいコンテキストに変更するか、または正しいコンテキストに直接

ログインしてください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の以降の例では、特に記載がない限り、Admin コンテキストが使用

されています。コンテキストの作成に関する詳細は、『Cisco Application 
Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

3. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

4. スクリプトを ACE のメモリにロードします。

host1/Admin(config)# script file 22 ACETCL

5. スクリプト プローブを作成します。

host1/Admin(config)# probe scripted test1 
host1/Admin(config-probe-scripted)# interval 10
host1/Admin(config-probe-scripted)# script ACETCL
host1/Admin(config-probe-scripted)# exit

6. 実サーバとサーバ ファームを作成します。プローブおよび実サーバをサー

バ ファームに関連付けます。

host1/Admin(config)# rserver host test
host1/Admin(config-rserver-host)# ip address 10.1.0.105
host1/Admin(config-rserver-host)# inservice
host1/Admin(config-rserver-host)# exit
host1/Admin(config)# serverfarm host tests
host1/Admin(config-sfarm-host)# probe test1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver test
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# Ctrl-z

この時点で、スクリプト プローブは動作しているはずです。

7. EXEC モードで show probe detail コマンドを使用し、スクリプトが動作

していることを確認します。

表 A-1 プローブ スクリプトのクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

ACE へのスクリプトのコピーおよびロード
ACE へのスクリプトのコピーおよびロード
スクリプトは、スクリプト ファイルによって ACE にロードします。1 つのスク

リプト ファイルに含まれるスクリプトは 1 つだけです。ACE は 256 の一意なス

クリプト ファイルを設定できます。

ACE でスクリプトを使用するときは、次のことを考慮します。

 • 各スクリプトは常に、スクリプト ファイルを ACE の disk0: ファイル シス

テムにコピーするときに定義される一意の名前で識別されます。スクリプト

名は、コンテキスト全体で一意である必要があります。

 • プローブの設定では、プローブに対してスクリプトを割り当てることができ

ます。そのスクリプトが利用できない場合、プローブがスクリプトの実行を

試みると、エラー コードが返されます。この状況になると、syslog メッ

セージが表示され、プローブの障害とその原因を示します。スクリプトが利

用できない原因がロード時のエラーにある場合、syslog メッセージはスクリ

プト ロード障害を示します。show script コマンドを使用して、終了コード

を表示することもできます。終了コードの一覧については、表 A-7 を参照

してください。

 • メモリにロード済みのスクリプトを変更するには、そのスクリプトをいった

んアンロードしてからリロードする必要があります。スクリプト ファイル

のロードの詳細については、「ACE のメモリへのスクリプトのロード」を参

照してください。スクリプトのリロードの詳細については、「ACE のメモリ

からのスクリプトの削除」を参照してください。

スクリプトがメモリ内で変更されたら、ACE は、次回そのスクリプトが実

行されるときに変更を自動的に適用します。プローブ設定時に指定されたコ

マンドライン引数は、スクリプトがリロードされたあとも有効です。

8. スクリプト プローブを停止します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# serverfarm host test
host1/Admin(config-sfarm-host)# no probe test1
host1/Admin(config-sfarm-host)# exit

表 A-1 プローブ スクリプトのクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

ACE へのスクリプトのコピーおよびロード 
（注） ACE では、冗長構成のスタンバイへのプローブ スクリプトの複製はサポートさ

れないため、アクティブな ACE の probe: ディレクトリからスタンバイ ACE の 
probe: ディレクトリに、スクリプトをコピーする必要があります。コピーしない

と、設定の同期が適切に動作しません。

ここでは、次の内容について説明します。

 • ACE へのスクリプトのコピー

 • ACE 用サンプル スクリプト（zip および tar 形式）の解凍

 • ACE のメモリへのスクリプトのロード

 • ACE のメモリからのスクリプトの削除

 • ACE のメモリ内で修正したスクリプトのリロード

ACE へのスクリプトのコピー

スクリプトは、EXEC モードで copy コマンドを使用することで、サーバから 
ACE の disk0: ファイル システムにコピーできます。スーパーバイザ エンジンか

ら ACE にファイルをコピーすることもできます。

デフォルトでは、仮想化のため、スクリプト ファイルは現在アクセスしている

コンテキストのディレクトリにコピーされます。あるコンテキストのスクリプト 
ファイルは、別のコンテキストからは認識できません。仮想化の詳細について

は、『Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration 
Guide』を参照してください。このコマンドの構文は次のとおりです。

copy [ftp://server/path | tftp://server[:port]/path | 
sftp://[username@]server/path] disk0:filename

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • ftp://server/path - FTP（ファイル転送プロトコル）ネットワーク サーバ、

およびスクリプト ファイルのソース ロケーション（ファイル名を含む）を

指定します。

 • tftp: //server[:port]/path] - TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）ネット

ワーク サーバ、およびスクリプト ファイルのソース ロケーション（ファイ

ル名を含む）を指定します。
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

ACE へのスクリプトのコピーおよびロード
 • sftp:[//[username@]server][/path] - Secure File Transfer Protocol（SFTP）
ネットワーク サーバ、およびスクリプト ファイルのソース ロケーション

（ファイル名を含む）を指定します。

 • disk0:filename - ACE の disk0: ファイル システム上のスクリプトの宛先の

ファイル名を指定します。ファイル名を入力しなければ、プロンプトが表示

され、ファイル名を入力するか、ソース ファイル名を受け入れるかを選択

することになります。このファイル名は、スクリプトを ACE のメモリに

ロードし、プローブを設定するときに使用します。

（注） スクリプトに割り当てるファイル名は、コンテキスト全体で一意と

します。

たとえば、スクリプトを FTP サーバから ACE にコピーするには、次のように入

力します。

host1/Admin# copy ftp://192.168.1.1/test1/FTP_PROBE_SCRIPT 
disk0:ftp1.tcl
Enter username:

プロンプトで、サーバのユーザ名を入力する必要があります。

ACE サンプル スクリプトの使用

シスコシステムズは、ヘルス プローブと関連付けられるサンプル プローブ スク

リプトを提供します。これらのスクリプトは、probe: ディレクトリに置かれてい

ます。

ACE 用の zip 形式サンプル スクリプトを disk0: にコピーすることもできます。

zip ファイルをコピーしたら、EXEC モードで gunzip コマンドを使用して解凍

します。このコマンドの使用方法については、「ACE 用サンプル スクリプト

（zip および tar 形式）の解凍」を参照してください。
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ACE へのスクリプトのコピーおよびロード 
ACE 用サンプル スクリプト（zip および tar 形式）の解凍

ACE 用のサンプル スクリプトが、TCL 機能をサポートするために提供されてい

ます。これらのスクリプトは、すべて tar ファイルを含んだ zip ファイルです。

zip ファイルを ACE にコピーしたら、それを解凍し、次に untar を実行します。

ファイルの untar を実行すると、ACE で自動的に ace_scripts ディレクトリが作

成され、すべてのスクリプトがそのディレクトリに格納されます。

zip 形式のサンプル スクリプト ファイルを解凍するには、EXEC モードで 
gunzip コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

gunzip disk0:[path/]filename.tgz

filename 引数は、zip 形式のスクリプト ファイルの名前です。

たとえば、ace_scripts.tgz スクリプト ファイルを解凍するには、次のように入力

します。

host1/Admin# gunzip disk0:ace_scripts.tgz

ACE で zip ファイルが解凍され、ace_scripts.tar ファイルが disk0: ファイル シ
ステムに配置されます。

ace_scripts.tar ファイルからすべてのスクリプト ファイルを抽出するには、

EXEC モードで untar コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のと

おりです。

untar disk0:[path/]filename

filename 引数は、disk0: ファイル システム上の .tar ファイルの名前です。ファ

イル名は、末尾に .tar 拡張子を付けます。

たとえば、すべてのスクリプト ファイルを disk0: ファイル システムの 
ace_scripts ディレクトリに抽出するには、次のように入力します。

host1/Admin# untar disk0:ace_scripts.tar

ace_scripts ディレクトリ内のスクリプトを確認するには、EXEC モードで dir コ
マンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# dir disk0:ace_scripts/

サンプル スクリプトをメモリにロードするには、そのスクリプトを ace_scripts 
ディレクトリから disk0: ディレクトリにコピーする必要があります。copy 
disk0: コマンドを使用します。たとえば、ftp1.tcl スクリプトを ace_scripts ディ

レクトリから disk0: ディレクトリにコピーするには、次のように入力します。
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ACE へのスクリプトのコピーおよびロード
host1/Admin# copy disk0:ace_scripts/ftp1.tcl disk0:ftp1.tcl

ACE のメモリへのスクリプトのロード

スクリプトを ACE 上のメモリにロードし、使用できるようにするには、コン

フィギュレーション モードで script file コマンドを使用します。このコマンド

の構文は次のとおりです。

script file index script_name

引数は次のとおりです。

 • index - スクリプト ファイルのインデックス番号です。インデックス番号は、

スクリプト名に関連付けられます。この番号は、コンテキスト全体で一意で

なければなりません。1 ～ 255 の数字を入力します。

 • script_name - disk0: または probe: ファイル システム上のスクリプトの名前

です。

（注） スクリプトをメモリにロードするには、スクリプトが disk0: または probe: ディ

レクトリに置かれている必要があります。ACE では、disk0: または probe: サブ

ディレクトリ内のスクリプト ファイルはロードされません。

たとえば、スクリプトをメモリにロードするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# script file 22 ftp1.tcl

スクリプトを実行したり、そのスクリプトを使用してヘルス プローブを作成し

たりするには、設定したスクリプト名を使用します。ロード元のスクリプト 
ファイルは使用しません。

ACE のメモリからのスクリプトの削除

スクリプト ファイルがロードされたら、そのファイル内のスクリプトは、ロード

元のファイルとは無関係に ACE 内に存在します。スクリプトをメモリおよび実

行コンフィギュレーションから削除するには、コンフィギュレーション モードで 
no script file コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

no script file index 
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ヘルス プローブのスクリプト設定 
index 引数は、メモリから削除するスクリプト ファイルのインデックス番号です。

たとえば、インデックス 22 のスクリプトを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no script file 22

ACE のメモリ内で修正したスクリプトのリロード

スクリプト ファイルがあとで変更された場合、それをリロードすることでメモ

リ内のスクリプトをアップデートできます。スクリプトをリロードするには、次

の作業が必要です。

1. コンフィギュレーション モードで no script file コマンドを使用し、スクリ

プトをメモリから削除します。スクリプトをメモリから削除する方法につい

ては、「ACE のメモリからのスクリプトの削除」を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードで script file コマンドを使用し、修正されたス

クリプトをメモリにリロードします。スクリプトをメモリにロードする方法に

ついては、「ACE のメモリへのスクリプトのロード」を参照してください。

スクリプトがメモリにリロードされたら、ACE は、次回のスクリプト実行時に

変更を自動的に適用します。プローブ設定時に指定されたコマンドライン引数

は、スクリプトがリロードされたあとも有効です。

たとえば、スクリプト 22 をリロードするには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no script file 22
host1/Admin(config)# script file 22 ftp1.tcl

ヘルス プローブのスクリプト設定
ACE でプローブに関連付けられたすべてのサーバ ファーム内の実サーバごとに

定期的に実行されるスクリプト プローブを作成できます。スクリプトの終了

コードに応じて、実サーバは passed または failed と見なされます。終了コード

の詳細については、「終了コード」を参照してください。

スクリプト プローブを作成するには、コンフィギュレーション モードで probe 
scripted probe_name コマンドを使用します。このコマンドによって、既存の 
ACE ヘルス プローブ モード（HTTP、TCP、DNS、SMTP など）に類似したプ

ローブ コンフィギュレーション モードが開始されます。
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プローブ スクリプトの記述
プローブ スクリプト コンフィギュレーション モードには、faildetect、
interval、passdetect、open、priority、および receive コマンドが含まれます。

script script_name コマンドでは、ヘルス プローブ機能の一部として実行される

ときにスクリプトに渡される引数を、 大 80 まで処理できます。それぞれの時

間間隔を設定すると、ACE の内部スケジューラによってヘルス スクリプトがス

ケジューリングされます。スクリプト プローブの設定と関連コマンドの詳細に

ついては、第 4 章 「ヘルス モニタリングの設定」を参照してください。

スクリプト ヘルス プローブを作成したら、そのプローブをサーバ ファームおよ

び仮想サーバに関連付けます。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# serverfarm host tests
host1/Admin(config-sfarm-host)# probe test1
host1/Admin(config-sfarm-host)# rserver test
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# inservice
host1/Admin(config-sfarm-host-rs)# exit

プローブ スクリプトの記述
プローブ スクリプトは、サーバへのネットワーク接続を作成し、サーバにデー

タを送信し、応答をチェックすることによって、実サーバの健全性をテストしま

す。この TCL スクリプティング環境の柔軟性によって、プローブ機能が利用可

能になります。

スクリプトは、プローブを 1 つだけ実行するものとして記述します。exit コマン

ドを使用して、プローブの結果を宣言する必要があります。スクリプトの終了

コードに応じて、実サーバは passed または failed と見なされます。終了コード

の詳細については、「終了コード」を参照してください。

ヘルス スクリプトは通常、次のアクションを実行します。

 • IP アドレスへのソケットをオープンします。

 • 1 つまたは複数の要求を送信します。

 • 応答を読み取ります。

 • 応答を分析します。

 • ソケットをクローズします。

 • 成功または失敗の終了コードを使用してスクリプトを終了します。

この項では、プローブ スクリプトを記述するときに役立つ情報を提供します。

内容は次のとおりです。
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プローブ スクリプトの記述 
 • ACE でサポートされている TCL スクリプト コマンド

 • 環境変数

 • 終了コード

 • プローブ スクリプトの記述例

ACE でサポートされている TCL スクリプト コマンド

ACE の TCL スクリプト機能は、TCL 8.44 ソース ディストリビューション ソフ

トウェアに基づいています。表 A-2 は、ACE でサポートされている TCL コマ

ンドの一覧です。

表 A-2 ACE  でサポートされている TCL コマンド

コマンド

一般的な TCL コマンド1

append array binary break
case catch concat continue
encoding error eval exit
expr fblocked for foreach
format gets glob global
if incr info join
lappend lindex linsert list
llength lrange lreplace lsearch
lset lsort namespace proc
regexp regsub rename return
scan set split string
subst switch unset uplevel
upvar variable while
時間関連コマンド

after clock time
ソケット コマンド

close eof fconfigure fileevent
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プローブ スクリプトの記述
表 A-3 は、ACE でサポートされていない TCL コマンドの一覧です。

flush read socket update
vwait

1. puts コマンドはスクリプトには表示できますが、出力しても ACE では表示されません。

表 A-2 ACE （続き） でサポートされている TCL コマンド

コマンド

表 A-3 ACE  でサポートされていない TCL コマンド

一般的な TCL コマンド

auto_execok auto_import auto_load auto_load_index
auto_qualify cd exec file
fcopy history interp load 
open package pid pwd
seek source tell trace
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

プローブ スクリプトの記述 
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表 A-4 は、ACE 専用の TCL コマンドの一覧です。

表 A-4 ACE 専用 TCL コマンド 

コマンド 定義

gset varname value インスタンス内でグローバルな変数を設定することによって、

プローブの状態を保全できます（サーバのアソシエーションへ

のプローブ）。プローブのインスタンス内では、値は維持され

ます。実行インターバルの期限が切れて、再度スクリプトを実

行するたびに、プローブはこの値にアクセスできます。異なる

サーバで関連付けられた同じプローブは、この値にアクセスで

きません。

プローブ スクリプト内の変数は、1 つのプローブ スレッド内

でだけ参照できます。プローブが終了するたびに、すべての変

数が消失します。たとえば、プローブ スクリプトに「gset x 1 
; incr x」が含まれる場合、変数 x はプローブ試行ごとに 1 だけ

増加します。

 • スクリプトから変数の値を設定するには、var または $var 
を設定します。

 • スクリプトから変数の値をリセットするには、var を設定

解除します。設定解除を実行すると、変数は解放され、ア

クセスできなくなります。

 • gset の値を表示するには、スクリプトでこの値を終了メッ

セージに含めます。show script コマンドを使用して終了

メッセージを表示できます。スクリプトが終了前に終了

メッセージを別の値で上書きしないようにします。show 
script コマンドの詳細については、「アクティブ スクリプ

トの統計情報の表示」を参照してください。
A-15OL-11867-01-J



   

付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

プローブ スクリプトの記述
set sock [socket -sslversion version 
-sslcipher cipher $ip $port]

ソケットを開き、指定された SSL バージョン数（version）お

よび暗号（cipher）を設定し、TCL スクリプトからの加速 
SSL 接続をイネーブルにします。

version 引数は、プローブがサポートする SSL バージョンで

す。次の大文字と小文字を区別するキーワードのいずれか 1 つ
を入力します。

 • all - すべての SSL バージョン（デフォルト）

 • SSLv3 - SSL バージョン 3

 • TLSv1 - TLS バージョン 1

cipher 引数は、プローブがバックエンド サーバから予測する 
RSA 暗号スイートです。デフォルトでは、HTTPS プローブは 
RSA で設定された暗号スイートをすべて受け入れます。次の

大文字と小文字を区別するキーワードのいずれか 1 つを入力し

ます。

 • RSA_WITH_RC4_128_MD5

 • RSA_WITH_RC4_128_SHA

 • RSA_WITH_DES_CBC_SHA

 • RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

 • RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5

 • RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA

 • RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5

 • RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA

 • RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA

 • RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

 • RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

バージョン値と暗号値の両方を入力する必要があります。大文

字または小文字の取り違えなど誤ったバージョン値または暗号

値を入力した場合、コマンドはデフォルト値を使用します。

通常、$ip キーワードは、ACE がプローブを送信する実サー

バの IP アドレスです。

表 A-4 ACE 専用 TCL コマンド （続き）

コマンド 定義
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

プローブ スクリプトの記述 
UDP コマンド セットを使用すると、ACE で Scotty ベースの TCL スクリプトを

実行できます。Scotty とは、高レベルの文字列ベースの API を使用してサイト

固有のネットワーク管理ソフトウェアを実装できるソフトウェア パッケージの

名前です。TCL UDP コマンド リファレンスは、次の URL にあります。

http://wwwhome.cs.utwente.nl/~schoenw/scotty/

set sock（続く） 通常、$port キーワードはスクリプト プローブで定義したポー

トです。スクリプト プローブのポート値を定義しない場合、

ACE は実サーバで定義されたポートを使用します。

一般的な使用法ではありませんが、実サーバまたはスクリプト 
プローブで何が設定されているかに関わりなく、TCL スクリ

プトで任意の IP アドレスとポートを定義してから、これらの

値を set sock コマンドで使用することができます。

vsh_conf_cmd $cmd_string Vegas シェル（Vsh）を呼び出すことにより、先行する set コ
マンド ストリング（cmd_str）で指定されたコマンドまたは

一連のコマンドを実行できます。コマンド ストリングで複数

のコマンドを指定する場合は、各コマンドを \n 文字で区切り

ます。たとえば、次のように入力します。

set cmd_str “rserver rs \n inservice”
vsh_conf_cmd $cmd_str

vsh_show_cmd $cmd_string Vegas シェル（Vsh）を呼び出すことにより、先行する set コ
マンド ストリング（cmd_str）の show コマンドを実行できま

す。show コマンドの出力は、インタープリタの戻り値として

設定され、コマンドを呼び出すスクリプトは、結果を取り込

み、データを解析する必要があります。

たとえば、次のように入力します。

set cmd str “show rserver rs1”
set buffer [vsh_show_cmd $cmd_str]

表 A-4 ACE 専用 TCL コマンド （続き）

コマンド 定義
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

プローブ スクリプトの記述
表 A-5 は、ACE で使用される UDP コマンドの一覧です。

表 A-5 UDP コマンド 

コマンド 定義

udp_binary send handle [host port] 
message

メッセージを含んだバイナリ データを、ホストとポートで指

定された宛先に送信します。UDP ハンドルが伝送エンドポイ

ントに接続済みの場合は、host および port 引数が使用されな

いこともあります。UDP ハンドルが接続されていない場合は、

これらのオプション引数を使用してデータグラムの宛先を指定

する必要があります。

udp bind handle readable [script] 
udp bind handle writable [script]

スクリプトを UDP ハンドルにバインディングできます。udp 
bind コマンドの第 3 引数に応じて、UDP ハンドルが読み取り

可能または書き込み可能になると、スクリプトが評価されま

す。UDP ハンドルに現在バインディングされているスクリプ

トは、script 引数を指定せずに udp bind コマンドを呼び出す

ことで取得できます。バインディングは、空の文字列をバイン

ディングすることで削除できます。

udp close handle ハンドルに関連付けられた UDP ソケットをクローズします。

udp connect host port UDP データグラム ソケットをオープンし、それをリモート ホ
ストのポートに接続します。接続された UDP ソケットでメッ

セージを送信できる宛先は 1 つだけです。これによって通常、

接続された UDP ソケットで udp send コマンドごとに宛先ア

ドレスを指定する必要がなくなるため、コードを短縮できま

す。コマンドは、UDP ハンドルを返します。

udp info [handle] handle 引数を指定しなければ、このコマンドは、既存の全 
UDP ハンドルの一覧を返します。UDP ハンドルの状態に関す

る情報は、有効な UDP ハンドルを指定することで取得できま

す。結果は、送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先 IP アド

レス、および宛先ポートを含んだリストです。

udp open [port] UDP データグラム ソケットをオープンし、UDP ハンドルを返

します。ソケットは、与えられたポート番号または名前にバイ

ンディングされます。port 引数が指定されていない場合は、

未使用のポート番号が使用されます。
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

プローブ スクリプトの記述 
環境変数

ヘルス プローブは、定義済みの TCL 配列によって、多数の設定項目にアクセス

できます。この配列の も一般的な用途は、スクリプト起動時に疑わしいとされ

たもの（サスペクト）について、現在の実サーバ IP アドレスを調べることです。

ACE でスクリプト プローブが実行されると、常に scriptprobe_env という特殊

な配列がスクリプトに渡されます。この配列は、スクリプトで使用される可能性

がある重要なパラメータを保持しています。

表 A-6 は、scriptprobe_env 配列のメンバーの一覧です。

udp receive handle ハンドルに関連付けられた UDP ソケットからデータグラムを

受信します。このコマンドは、データグラムが受信できるよう

になるまでブロックされます。

udp send handle [host port] message メッセージを含んだ ASCII データを、ホストとポートで指定

された宛先に送信します。UDP ハンドルが伝送エンドポイン

トに接続済みの場合は、host および port 引数が使用されない

こともあります。UDP ハンドルが接続されていない場合は、

これらのオプション引数を使用してデータグラムの宛先を指定

する必要があります。

表 A-5 UDP コマンド （続き）

コマンド 定義

表 A-6 scriptprobe_env 配列のメンバー一覧 

メンバー名 内容

realIP サスペクトの IP アドレス

realPort1 サスペクトの IP ポート

intervalTimeout1 設定されているプローブのインターバル（秒）

openTimeout このプローブに設定されているソケット オープン 
タイムアウト

recvTimeout1 このプローブに設定されているソケット受信タイ

ムアウト

failedTimeout1 設定されている障害タイムアウト

retries1
設定されている再試行回数
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

プローブ スクリプトの記述
scriptprobe_env 配列の設定可能なパラメータの詳細については、「一般的なプ

ローブ アトリビュートの設定」の第 4 章 「ヘルス モニタリングの設定」を参照

してください。

終了コード

プローブ スクリプトは、終了コードを使用してさまざまな内部状態を示します。

終了コードの情報は、スクリプトが正しく動作しない場合のトラブルシューティ

ングに役立ちます。プローブ スクリプトは、スクリプトの終了コードを使用し

て、実サーバの相対的な健全性と可用性を示します。exit 30001 を呼び出すこと

で、スクリプトは、サーバがプローブに正常に応答したことを示します。exit 
30002 を呼び出した場合は、サーバがヘルス プローブに正しく応答しなかった

ことがわかります。

たとえば、プローブ スクリプトが失敗し、30002 で終了した場合、対応する

サーバは PROBE_FAILED とマーキングされ、一時的にサーバ ファームから

ディセーブルにされます。ACE は、そのサーバの検査を続行します。プローブ

が正常に再接続され、30001 で終了すると、ACE は、サーバのステータスを 
OPERATIONAL とマーキングし、サーバ ファームからそのサーバを再びイネー

ブルにします。サーバが OPERATIONAL とマーキングされるには、exit 30001 
が failedRetries の回数だけ発生する必要があります。メンバー名 failedRetries 
の詳細については、前の環境変数に関する項を参照してください。

healthStatus 現在のサスペクトのヘルス ステータス

contextID このスクリプトを実行しているコンテキストの ID
failedRetries1

失格（failed）のサーバが合格（passed）とマーキ

ングされるために必要な、再試行の連続成功回数

isRouted この IP アドレスがルーテッド アドレスであるか

どうかを決める boolean 値
pid TCL プロセスのプロセス識別子

runID イベント構造へのポインタ（em_event_t）
1. 設定可能なパラメータ

表 A-6 scriptprobe_env 配列のメンバー一覧 （続き）

メンバー名 内容
A-20
Cisco Application Control Engine モジュール サーバ ロード バランシング コンフィギュレーション ガイド

OL-11867-01-J



   

付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

プローブ スクリプトの記述 
次のような状況では、スクリプトが失敗し、サスペクトが PROBE_FAILED と
マーキングされる場合があります。

 • TCL エラー - スクリプトに、TCL インタープリタで検出されるエラー（構

文エラーなど）が含まれているときに発生します。

構文エラー メッセージは、特殊な変数 erroInfo に格納され、EXEC モードで 
show script コマンドを使用することで表示できます。TCL エラーの中には、

TCL インタープリタが異常終了し、panic が呼び出されるものもあります。

 • スクリプトの停止 - 無限ループによって引き起こされ、際限なく応答を待ち

ます。各スクリプトは、設定された時間間隔内でタスクを完了する必要があ

ります。タスクを完了しない場合は、スクリプト コントローラがそのスク

リプトを終了させ、サスペクトは暗黙的に failed となります。

 • エラー条件 - 接続がタイムアウトしたり、ピアによって拒否され、暗黙の失

敗と見なされたときに発生します。

表 A-7 に、ACE で使用されるすべての終了コードを示します。

表 A-7 ACE の終了コード 

終了コード 説明 /メッセージ 
30001 プローブ成功（メッセージ無し）

30002 プローブ エラー：サーバが期待どおりに応答しません

でした。

30003 内部エラー：TCL スクリプトについてフォークが失

敗しました。

30004 内部エラー：スクリプト プローブがタイムアウトのた

めに終了しました。

30005 内部エラー：TCL インタープリタ PANIC（インター

プリタの問題）

30006 内部エラー：スクリプト エラー

30007 内部エラー：スクリプトファイル検索が失敗、または

バッファが空です。

30008 内部エラー：TCL_wt（ワーカー スレッド）qnode の
メモリが割り当てられませんでした。

30009 内部エラー：未知のスクリプト エラー

30010 内部エラー：TCL スクリプトのソケットが不足して

います。
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

プローブ スクリプトの記述
プローブ スクリプトの記述例

この例では、ヘルス スクリプトを使用して HTTP サーバを検査するスクリプト

の記述方法を示します。

# get the IP address of the real server from a predefined global array
# scriptprobe_env
set ip $scriptprobe_env(realIP)
set port 80
set url "GET /index.html HTTP/1.0\n\n"

# Open a socket to the server. This creates a TCP connection to the
# real server
set exit_msg "opening socket"
set sock [socket $ip $port]
fconfigure $sock -buffering none -eofchar {}

# Wait for the response from the server and read that in variable line
set exit_msg "receiving response"
set line [ read $sock ]

# Parse the response
if { [ regexp "HTTP/1.. (\[0-9\]+) " $line match status ] }

# Close the socket. Application MUST close the socket once the 
# request/response is over. 
# This allows other applications and tcl scripts to make
# a good use of socket resource. Health monitoring is allowed to open
# only 200 sockets simultaneously.
set exit_msg "closing socket"
close $sock

# decide the exit code to return to control module.
# If the status code is OK then script MUST do exit 30001
# to signal successful completion of a script probe.
# In this example any other status code means failure.

30011 内部エラー：固定変数テーブルを読み取ることができ

ません。

30012 内部エラー：PData（プローブ データ）ポインタがヌ

ルです。

表 A-7 ACE の終了コード （続き）

終了コード 説明 /メッセージ 
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

スクリプト情報の表示
# User must do exit 30002 when a probe has failed.
if { $status == 200 } {
    set exit_msg "probe success"
    exit 30001
} else {
    set exit_msg "probe fail : can't find status code"
    exit 30002

スクリプト情報の表示
次に、スクリプト プローブとスクリプト情報を表示するための情報を提供します。

 • ACE のスクリプトおよびスクリプト プローブ設定の表示

 • スクリプト プローブ情報の表示

 • グローバルなスクリプト プローブ統計情報の表示

 • アクティブ スクリプトの統計情報の表示

 • スクリプトの内容の表示

ACE のスクリプトおよびスクリプト プローブ設定の表示

ACE 上のスクリプトおよびスクリプト プローブの設定情報を表示するには、

EXEC モードで show running-config コマンドを使用します。たとえば、次の

ように入力します。

switch/Admin# show running-config
Generating configuration....

logging enable
boot system image:

script file 200 ftp1.tcl

probe scripted bts_test_probe
  interval 10
  receive 8
  script test.tcl

rserver host bts_test_rserver
  ip address 10.86.209.1
  probe bts_test_probe
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

スクリプト情報の表示
  inservice

snmp-server user www Network-Monitor 
snmp-server user admin Network-Monitor 

context Admin
...

スクリプト プローブ情報の表示

スクリプト プローブについて設定と検査結果の情報を表示するには、EXEC 
モードで show probe コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおり

です。

show probe scripted_probe_name [detail]

キーワード、引数、オプションは、次のとおりです。

 • scripted_probe_name - 指定されたスクリプト プローブ名の情報です。

 • detail - （任意）設定情報や統計情報など、詳細なプローブ情報を表示します。

プローブ名を入力しなかった場合、このコマンドは、設定されたすべてのプロー

ブについて情報の要約を表示します。

たとえば、SCRIPT-1 のスクリプト プローブと詳細情報を表示するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin# show probe SCRIPT-1 detail

表 A-8 は、スクリプト プローブに関する show probe コマンド出力の各フィー

ルドを説明しています。

表 A-8 スクリプト プローブに関する show probe コマンドのフィールドの

説明 

フィールド 説明

probe プローブの名前

type プローブのタイプ

description プローブを説明するために設定された文字列
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

スクリプト情報の表示
port プローブによって使用されるポート番号。デフォ

ルトでは、プローブはそのタイプに応じたポート

番号を使用します。

address スクリプト プローブには使用されません。

addr type スクリプト プローブには使用されません。

interval passed とマーキングされたサーバに ACE がプ

ローブを送信する時間間隔（秒）

pass intvl failed のサーバにプローブが送信される時間間隔

（秒）

pass count failed のサーバがイネーブル化されるために必要

な成功プローブ応答の数

fail count サーバが failed とマーキングされるまでに許容さ

れる連続した失敗プローブの数

recv timeout プローブに対するサーバの応答が受信される時間

間隔（秒）

script filename スクリプト ファイル名

probe association サーバ ファームまたは実サーバのアソシエーション

プローブの結果

probed-address プローブの宛先または送信元アドレス

probes プローブの総数

failed 失敗したプローブの総数

passed 成功したプローブの総数

health プローブの現在の健全性：PASSED または 
FAILED

追加の詳細出力： 
Socket state ソケットの状態

No.Passed states passed 状態の数

No.Failed states failed 状態の数

No.Probes skipped スキップされたプローブの数

表 A-8 スクリプト プローブに関する show probe コマンドのフィールドの

説明 （続き）

フィールド 説明
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

スクリプト情報の表示
グローバルなスクリプト プローブ統計情報の表示

すべてのスクリプト プローブについてグローバルな統計情報を表示するには、

EXEC モードで show stats probe type scripted コマンドを使用します。たとえ

ば、次のように入力します。

host1/Admin# show stats probe type scripted

表 A-9 は、show stats probe type scripted コマンド出力の各フィールドを説明

しています。

Last status code 直前の終了コード（表 A-7を参照）

Last disconnect err 終了コードのメッセージ（表 A-7を参照）

Last probe time 新のプローブのタイムスタンプ

Last fail time 新の failed プローブのタイムスタンプ

Last active time 新のアクティブ時間のタイムスタンプ

Internal error 内部エラー発生回数のカウンタ

表 A-8 スクリプト プローブに関する show probe コマンドのフィールドの

説明 （続き）

フィールド 説明

表 A-9 show stats probe type scripted コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Total probes sent すべてのスクリプト プローブによって送信されたプ

ローブの総数

Total send failures すべてのスクリプト プローブの送信された障害の総

数。これらの障害は、内部エラーによるものです。

詳細については、show probe コマンドで表示され

る last disconnect error フィールドを参照してくだ

さい。

Total probes passed すべてのスクリプト プローブで成功したプローブの

総数

Total probes failed すべてのスクリプト プローブで失敗したプローブの

総数。

Total connect errors すべてのスクリプト プローブの接続エラーの総数
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

スクリプト情報の表示
アクティブ スクリプトの統計情報の表示

ACE 上でアクティブなスクリプト ファイルの統計情報（終了コードと終了メッ

セージを含む）を表示するには、EXEC モードで show script コマンドを使用し

ます。このコマンドの構文は次のとおりです。

show script script_name probe_name [rserver_name [port_name]] 
[serverfarm sfarm_name]

キーワード、引数、およびオプションは、次のとおりです。

• script_name - スクリプトの名前

• probe_name - スクリプトに関連付けられたスクリプト プローブの名前

• rserver_name [port_name] - （任意）スクリプト プローブを使用する実サー

バの名前とオプション ポート番号

• serverfarm sfarm_name - スクリプト プローブを使用するサーバ ファーム

の名前を指定し、入力します。

たとえば、SCRIPT1 プローブの ECHO_PROBE_SCRIPT スクリプトの統計情

報を表示するには、次のように入力します。

host1/Admin# show script ECHO_PROBE_SCRIPT SCRIPT1

表 A-10 は、show script コマンド出力の各フィールドを説明しています。

Total conns refused すべてのスクリプト プローブの接続拒否の総数

Total RST received すべてのスクリプト プローブによって受信されたリ

セットの総数

Total open timeouts すべてのスクリプト プローブのオープン タイムア

ウトの総数

Total receive timeouts すべてのスクリプト プローブによって受信されたタ

イムアウトの総数

表 A-9 show stats probe type scripted コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

スクリプト情報の表示
表 A-10 show script コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Script スクリプトの名前

Scripted probe スクリプトに関連付けられたプローブ

Probe-association(s): 
(count=number)

スクリプト プローブに関連付けられた実サーバおよ

びサーバ ファームの総数

Rserver/Serverfarm スクリプト統計情報の実サーバまたはサーバ ファー

ムの名前

Exit code スクリプトの現在の終了コード。終了コードの詳細

については、表 A-7 を参照してください。

Child PID スクリプトの子プロセスの識別子

Exit message スクリプトからの TCL gset 変数の値

Panic string TCL インタープリタに関する内部的問題を示します。

Internal error 終了コードに関連付けられたエラー コード メッ

セージ

Last RunStart count/Last 
RunStart time

スクリプトが正常に起動した回数と 新のタイムス

タンプ

Last RunEnd count/Last 
RunEnd time

スクリプトが正常に終了した回数と 新のタイムス

タンプ

Last Probe OK count/ 
Last Probe OK time

スクリプト プローブの合格した回数と 新のタイム

スタンプ

Last ProbeFail count/ 
Last ProbeFail time

スクリプト プローブの失敗した回数と 新のタイム

スタンプ

Last ForkFail count/ Last 
ForkFail time 

フォークが失敗した回数と 新のタイムスタンプ

Last Kill count/ Last Kill 
time 

スクリプト プローブのタイムアウトで失敗した回数

と 新のタイムスタンプ

Last Panic count/ Last 
Panic time

TCL インタープリタに関する内部的問題の発生回数

と 新のタイムスタンプ

Last Nodecreate Error 
count/Last Nodecreate 
Error time

ACE で TCL ワーカー スレッド ノードのメモリが

不足した回数と 新のタイムスタンプ
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用

スクリプト情報の表示
スクリプトの内容の表示

ACE にロードされたスクリプト ファイルの内容を表示するには、EXEC モード

で show script コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show script code script_name

キーワードおよび引数は、次のとおりです。

 • code - スクリプト ファイル内のコードを表示します。

 • script_name - スクリプトの名前

たとえば、ECHO_PROBE_SCRIPT スクリプト内のコードを表示するには、次

のように入力します。

host1/Admin# show script code ECHO_PROBE_SCRIPT 

Last Unassociated Script 
count/ Last Unassociated 
Script time

メモリ内のスクリプトが関連付けられなかった回数

と 新のタイムスタンプ

Last Fail Internal/ Last 
Fail Internal

スクリプトで内部構文エラーが発生した回数と 新

のタイムスタンプ

Last Socket-Limit count/ 
Last Socket-Limit time

ACE で TCL スクリプトのソケットが不足した回数

と 新のタイムスタンプ

Last PV-Read count/ Last 
PV-Read Time

固定変数テーブルが読み取られた回数と 新のタイ

ムスタンプ

Last PData-Null 
count/Last PData-Null 
time

プローブ データ ポインタがヌルになった回数と

新のタイムスタンプ

Last Unknown count/ 
Last Unknown time

スクリプトが認識されないエラー コードを渡した回

数と 新のタイムスタンプ

表 A-10 show script コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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付録 A      ACE での TCL スクリプトの使用          

プローブ スクリプトのデバッグ
プローブ スクリプトのデバッグ 
スクリプト プローブのデバッグは、次のように行います。

 • スクリプトで EXIT_MSG 変数を使用します。各プローブ サスペクトには、専

用の EXIT_MSG 変数が含まれます。この変数によって、スクリプトのステー

タスをトレースし、プローブのステータスをチェックすることが可能です。

この例は、スクリプトで EXIT_MSG 変数を使用する方法を示しています。

set EXIT_MSG "before opening socket"
set sock [ socket $ip $port]
set EXIT_MSG " before receive string"
gets $s 
set EXIT_MSG "before close socket"
close $s

メッセージを受信したときにプローブ サスペクトが障害を起こした場合は、

文字列を受信する前に EXIT_MSG = が表示されます。EXIT_MSG 変数は、

EXEC モードで show script コマンドを実行することで表示できます。

 • システム内で現在アクティブなプローブ サスペクトを表示するには、EXEC 
モードで show probe コマンドを使用します。このコマンドの詳細について

は、「スクリプト情報の表示」を参照してください。

 • 次の情報を表示するには、EXEC モードで show script コマンドを使用します。

 – 終了コード番号を持つ 新の終了ステータス。

 – TCL コンパイラによって生成された内部エラー。スクリプトで TCL ラ
ンタイム エラーが発生すると、TCL インタープリタはスクリプトの実

行を中止し、ACE によってこのエラーが表示されます。

 – スクリプトからの TCL gset コマンドの EXIT_MSG 変数の値。
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