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第 章1

はじめに

Cisco Configuration Professional（Cisco CP）は、デバイス上の LAN、
WAN、およびセキュリティ機能を設定できるインターネット ブラウザ
ベースの使いやすいソフトウェア ツールです。Cisco CP は、LAN の基礎
や基本的なネットワーク設計に熟達している再販業者および中小企業の
ネットワーク管理者を対象として設計されています。

イーサネット ネットワーク、WAN 接続、ファイアウォール、および仮想
プライベート ネットワーク（VPN）を短時間で効率的に設定するために、
Cisco CP では、ウィザードの指示に従って設定ができるようになっていま
す。ウィザードでは、一連の画面に設定のための手順が分割され、説明が
表示されます。作成した基本設定を編集して、ルータやネットワークを適
切に制御できます。Cisco CP では、シスコのデバイス、または Cisco コマ
ンド ライン インターフェイス（CLI）の使用経験は必要ありません。

Cisco CP には監視モードがあります。このモードでは、ルータのパフォー
マンスを監視し、ルータで行った設定に関連する統計情報を収集できま
す。
1-1
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第 章2

新しい接続の作成

Cisco CP の接続ウィザードでは、画面の指示に従って LAN および WAN を
設定できます。その際、入力した情報が既存の設定と照合して確認され、
問題があれば、警告メッセージが表示されます。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 新しい接続の作成

 • 新しい接続のリファレンス

 • その他の手順

新しい接続の作成
新しい接続を作成するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。

手順 2 [ 新しい接続の作成 ] ボックスで、設定する接続のタイプを選択します。選
択した接続タイプに関する情報が [ 情報 ] ボックスに表示され、選択した接
続タイプを示す図が [ 使用例のシナリオ ] エリアに表示されます。

手順 3 [ 新しい接続の作成 ] をクリックして開始します。
2-1
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新しい接続のリファレンス
新しい接続のリファレンス
次のトピックでは、この章で参照する画面について説明します。

 • 接続の作成

接続の作成

このウィンドウでは、新しい LAN および WAN 接続を作成できます。

注 Cisco 7000 シリーズ ルータでは、Cisco CP を使用して WAN 接続を作成す
ることはできません。

フィールド リファレンス

表 2-1 で、この画面のフィールドについて説明します。

表 2-1 接続の作成のフィールド 

項目 説明

新しい接続の作成 ルータで使用できる物理インターフェイスに設定する接続タ
イプを選択します。使用できるのは未設定のインターフェイ
スだけです。すべてのインターフェイスが設定済みの場合、
このエリアはウィンドウに表示されません。

ルータに非同期転送モード（ATM; Asynchronous Transfer 
Mode）またはシリアル インターフェイスが装備されている
場合、Cisco Configuration Professional II（Cisco CP）は、その
タイプのインターフェイスごとにサブインターフェイスを設
定するので、1 つのインターフェイスに複数の接続を設定で
きます。

[ その他（Cisco CP のサポート外）] ラジオ ボタンは、サポー
トされていない論理インターフェイスまたは物理インター
フェイスが存在する場合や、サポートされているインター
フェイスにサポートされていない設定がされている場合に表
示されます。[ その他（Cisco CP のサポート外）] ラジオ ボタ
ンをクリックすると、[ 新しい接続の作成 ] ボタンは無効にな
ります。
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その他の手順
その他の手順
ここでは、ウィザードで設定できないタスクの手順を示します。

ここでは、次のトピックについて説明します。

 • スタティック ルートを設定する方法

 • LAN インターフェイス上のアクティビティを表示する方法

 • インターフェイスを有効または無効にする方法

 • ルータに送信中の IOS コマンドを表示する方法

 • サポートされていない WAN インターフェイスを設定する方法

 • インターフェイスを有効または無効にする方法

 • WAN インターフェイスのアクティビティを表示する方法 

 • NAT または WAN インターフェイスを設定する方法 

 • スタティック ルートを設定する方法 

 • ダイナミック ルーティング プロトコルを設定する方法 

ルータに無線インターフェイスがあるが、[ ワイヤレス ] ラジ
オ ボタンが表示されない場合は、Cisco CP 管理者としてログ
オンしていません。ワイヤレス アプリケーションを使用する
必要がある場合は、Cisco CP の [ ツール ] メニューから [ ワイ
ヤレス アプリケーションの起動 ] を選択してください。

ユース ケース シナリオ 特定の接続タイプのラジオ ボタンをクリックすると、そのタ
イプの接続を表したネットワーク図が表示されます。

情報 情報エリアには、選択した接続タイプに関する詳細情報が表
示されます。たとえば、[ イーサネット LAN] を選択した場合
は、「イーサネット LAN インターフェイスのストレート ルー
ティングおよび 802.1q トランキングの構成」というテキスト
が情報エリアに表示されます。

[ 新しい接続の作成 ] ボタン [ 新しい接続の作成 ] をクリックすると、選択した接続タイプ
のウィザードが起動します。

表 2-1 接続の作成のフィールド （続き）

項目 説明
2-3
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 2 章     新しい接続の作成       

その他の手順
 • ISDN または非同期インターフェイスに対して Dial-on-Demand Routing 
を設定する方法

スタティック ルートを設定する方法

スタティック ルートを設定するには

手順 1 [設定 ] > [ルータ ] > [スタティックおよびダイナミック ルーティング ] の順
にクリックします。

手順 2 [ スタティック ルーティング ] グループで [ 追加 ...] をクリックします。

[IP スタティック ルートの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 3 [ プリフィックス ] フィールドに、スタティック ルートの宛先ネットワーク
の IP アドレスを入力します。

手順 4 [ プリフィックス マスク ] フィールドに、宛先ネットワークのサブネット 
マスクを入力します。

手順 5 このスタティック ルートをデフォルト ルートにする場合は、[ このルート
をデフォルト ルートにする ] チェック ボックスを選択します。

手順 6 [ 転送先 ] グループで、データの転送方法として、ルータ インターフェイス
と宛先ルータの IP アドレスのどちらを指定するかを選択します。次に、
転送先ルータ インターフェイスを選択するか、または宛先ルータの IP ア
ドレスを入力します。

手順 7 必要に応じて、[ ディスタンス メトリック ] フィールドに、ルーティング 
テーブルに格納するディスタンス メトリックを入力します。

手順 8 このスタティック ルートを永続ルートとして設定する場合、つまりイン
ターフェイスがシャットダウンされたりルータが次のルータと通信できな
くなってもこのルートが削除されないようにするには、[ 永続ルート ] 
チェック ボックスを選択します。

手順 9 [OK] をクリックします。
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LAN インターフェイス上のアクティビティを表示する方法

Cisco CP を監視モードで使用すると、LAN インターフェイス上のアク
ティビティを表示できます。監視モードでは、LAN インターフェイスの
統計情報を表示できます。たとえば、インターフェイスが送受信したパ
ケット数とバイト数、発生した送受信エラーの数などです。LAN イン
ターフェイスの統計情報を表示するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [監視] > [ルータ] > [インターフェイス ステータス] の順にクリックします。

手順 2 [ インターフェイスの選択 ] フィールドで、統計情報を表示する LAN イン
ターフェイスを選択します。

手順 3 表示するデータ項目の横にあるチェック ボックスを選択します。一度に
大 4 項目の統計情報を表示できます。

手順 4 [ 監視の開始 ] をクリックすると、選択したすべてのデータ項目の統計情報
が表示されます。

[ インターフェイスの詳細 ] 画面に、選択した項目の統計情報が表示されま
す。この画面には、デフォルトでリアルタイム データが表示され、ルー
タは 10 秒ごとにポーリングされます。稼働しているインターフェイス上
に転送中のデータがある場合は、インターフェイス上を通過したパケット
の数とバイト数の増加を確認できます。

インターフェイスを有効または無効にする方法

インターフェイスは設定から削除しなくても無効にできます。また、無効
にしたインターフェイスを再び有効にすることもできます。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。

手順 2 [ インターフェイス / 接続の編集 ] をクリックします。

手順 3 無効または有効にするインターフェイスを選択します。
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手順 4 インターフェイスが有効になっている場合は、[ インターフェイス リスト ] 
の上に [ 無効 ] ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、イン
ターフェイスが無効になります。インターフェイスが無効になっている場
合は、[ インターフェイス リスト ] の上に [ 有効 ] ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、インターフェイスが無効になります。

ルータに送信中の IOS コマンドを表示する方法

ダイアログ ボックスで [OK] をクリックするか、ウィザードの要約画面で 
[ 完了 ] をクリックすると、ルータに配信される Cisco IOS コマンドが [ 設定
をルータに配信する ] 画面に自動的に表示されます。

コマンドをルータに送信するには、[ 配信 ] をクリックします。

コマンドの配信を中止するには、[ キャンセル ] をクリックします。変更が
破棄され、ダイアログ ボックスまたはウィザードが閉じます。

Cisco CP からワイヤレス アプリケーションを起動する
方法

Cisco CP からワイヤレス アプリケーションを起動する手順は、次のとおり
です。

手順 1 Cisco CP の [ ツール ] メニューから [ ワイヤレス アプリケーションの起動 ] 
を選択します。ワイヤレス アプリケーションが別のブラウザ ウィンドウ
で起動します。

手順 2 左側のパネルで、作業する設定画面のタイトルをクリックします。任意の
画面のヘルプを表示するには、右上隅のヘルプ アイコンをクリックしま
す。ヘルプ アイコンは、疑問符が付いた開いた本の形をしています。
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サポートされていない WAN インターフェイスを設定する
方法

Cisco CP は、ルータでサポートされているすべての WAN インターフェイ
スの設定をサポートしているわけではありません。Cisco CP によって、サ
ポートされていないインターフェイス、またはサポートされているイン
ターフェイスであっても、サポートされていない設定が行われているもの
がルータ上で検出された場合は、[ その他（Cisco CP のサポート外）] ラジ
オ ボタンが表示されます。サポートされていないインターフェイスは、
[ インターフェイスと接続 ] ウィンドウには表示されますが、Cisco CP を使
用して設定することはできません。

サポートされていないインターフェイスを設定するには、ルータのコマン
ド ライン インターフェイス（CLI）を使用する必要があります。

インターフェイスを有効または無効にする方法

インターフェイスは設定から削除しなくても無効にできます。また、無効
にしたインターフェイスを再び有効にすることもできます。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。

手順 2 無効または有効にするインターフェイスを選択します。

手順 3 インターフェイスが有効になっている場合は、[ インターフェイス リスト ] 
の上に [ 無効 ] ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、イン
ターフェイスが無効になります。インターフェイスが無効になっている場
合は、[ インターフェイス リスト ] の上に [ 有効 ] ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、インターフェイスが無効になります。
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WAN インターフェイスのアクティビティを表示する方法

Cisco CP の監視機能を使用すると、WAN インターフェイス上のアクティ
ビティを表示できます。監視画面には、WAN インターフェイスの統計情
報を表示できます。たとえば、インターフェイスが送受信したパケット数
とバイト数、発生した送受信エラーの数などです。WAN インターフェイ
スの統計情報を表示するには、次の手順に従って操作します。

手順 1 [監視] > [ルータ] > [インターフェイス ステータス] の順にクリックします。

手順 2 [ インターフェイスの選択 ] フィールドで、統計情報を表示する WAN イン
ターフェイスを選択します。

手順 3 表示するデータ項目の横にあるチェック ボックスを選択します。一度に
大 4 項目の統計情報を表示できます。

手順 4 選択したデータ項目すべての統計情報を表示するには、[ 詳細の表示 ] をク
リックします。

[ インターフェイスの詳細 ] 画面に、選択した項目の統計情報が表示されま
す。この画面には、デフォルトでリアルタイム データが表示され、ルー
タは 10 秒ごとにポーリングされます。稼働しているインターフェイス上
に転送中のデータがある場合は、インターフェイス上を通過したパケット
の数とバイト数の増加を確認できます。

NAT または WAN インターフェイスを設定する方法

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [NAT] の順にクリックします。

手順 2 [NAT] ウィンドウで [NAT インターフェイスの指定 ] をクリックします。

手順 3 NAT を設定するインターフェイスを検索します。

手順 4 インターフェイスの横の [ 内部 ] チェック ボックスを選択して、インター
フェイスを内部インターフェイスとして指定します。通常、内部のリソー
スを保護する必要がある LAN に接続されるインターフェイスを内部イン
ターフェイスとして指定します。[ 外部 ] チェック ボックスを選択すると、
インターフェイスが外部インターフェイスとして指定されます。外部イン
ターフェイスは通常、外部ネットワークに接続します。[OK] をクリック
します。
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インターフェイスが、NAT によって使用されるインターフェイス プール
に追加されます。

手順 5 [NAT] ウィンドウでネットワーク アドレス変換ルールを確認します。ルー
ルを追加、削除、変更する必要がある場合は、[NAT] ウィンドウの該当す
るボタンをクリックして、必要な設定を実行します。

詳細については、次の各リンクを参照してください。

 • スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部から外部へ

 • スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集：外部から内部へ

 • ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部から外部へ

 • ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集：外部から内部へ

サポートされていないインターフェイスで NAT を設定
する方法

Cisco CP では、サポートされていないタイプのインターフェイスにネット
ワーク アドレス変換（NAT）を設定できます。ファイアウォールを設定す
る前に、まずルータ CLI を使用して、インターフェイスを設定する必要が
あります。インターフェイスには、少なくとも IP アドレスを設定する必
要があり、また、機能していなければなりません。接続が機能しているこ
とを確認するには、インターフェイスのステータスが [ 稼働 ] になっている
ことを確認します。

CLI を使用してサポートされていないインターフェイスを設定したら、
Cisco CP を使用して NAT を設定できます。サポートされていないイン
ターフェイスは、ルータ インターフェイスのリストに [ その他 ] として表
示されます。

ダイナミック ルーティング プロトコルを設定する方法

ダイナミック ルーティング プロトコルを設定するには、次の手順に従っ
て操作します。
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手順 1 [設定 ] > [ルータ ] > [スタティックおよびダイナミック ルーティング ] の順
にクリックします。

手順 2 [ ダイナミック ルーティング ] グループで、設定するダイナミック ルー
ティング プロトコルをクリックします。

手順 3 [ 編集 ] をクリックします。

[ ダイナミック ルーティング ] ダイアログ ボックスに、選択したダイナ
ミック ルーティング プロトコルのタブが表示されます。

手順 4 [ ダイナミック ルーティング ] ダイアログ ボックスの各フィールドに入力
して、ダイナミック ルーティング プロトコルを設定します。ダイアログ 
ボックスのフィールドの説明が必要な場合は、[ ヘルプ ] をクリックしま
す。

手順 5 ダイナミック ルーティング プロトコルの設定が完了したら、[OK] をク
リックします。

ISDN または非同期インターフェイスに対して 
Dial-on-Demand Routing を設定する方法

ISDN BRI および非同期接続はダイヤルアップ接続です。つまり、接続を
確立するために、ルータは事前に設定された電話番号をダイヤルする必要
があります。これらのタイプの接続のコストは通常、接続が確立されてい
た時間、または電話回線が占有される時間（非同期接続の場合）によって
決まります。したがって、これらの接続タイプには DDR

（Dial-on-Demand Routing）を設定することを推奨します。

Cisco CP は、次の機能を提供することで、簡単に DDR を設定できるよう
に支援します。

 • ルール（または ACL）を接続に関連付けることができます。これによ
り、ルータは、ルールでダイヤルアップ操作に関連付けられている
ネットワーク トラフィックを認識したときだけ接続を確立するように
なります。

 • アイドル タイムアウトを設定します。タイムアウトを設定すると、
ルータは回線がアイドル状態になってから、指定した時間経過した
後、接続を終了します。
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 • マルチリンク PPP を有効にします。これにより、ISDN BRI は、 初
の B チャネル上での帯域幅の使用率が指定したパーセンテージを超え
ない限り、2 つの B チャネルのうちの 1 つだけを使用するようになり
ます。この方法を使用すると、ネットワーク トラフィック量が少なく 
2 つめの B チャネルを使用する必要がない場合にコストを節約できま
す。同時に、トラフィック量が増えて帯域幅が必要になったときに
は、すべての ISDN BRI 帯域幅を利用できます。

既存の ISDN BRI または非同期接続上で DDR を設定するには、次の手順に
従って操作します。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。

手順 2 DDR を設定する ISDN または非同期インターフェイスを選択します。

手順 3 [ 編集 ] をクリックします。

[ 接続 ] タブが表示されます。

手順 4 [ オプション ] をクリックします。

[ ダイヤラ オプションの編集 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 5 ルータが特定の IP トラフィックを認識したときにだけ接続を確立する場
合は、[ 選択した ACL に基づいてトラフィックをフィルタリングする ] ラ
ジオ ボタンをクリックします。そして、ルータにダイヤル アウトを実行
させる IP トラフィックを識別するルール（ACL）の番号を入力するか、
[...] ボタンをクリックして、ルールのリストから IP トラフィックを識別す
るためのルールを選択します。

手順 6 接続がアイドル状態になってから（つまりトラフィックが流れなくなって
から）[ アイドル タイムアウト ] フィールドに指定した時間が経過したら、
ルータが接続を終了するように設定するには、アイドル状態になってから
接続を終了するまでの時間（秒）を入力します。

手順 7 ISDN 接続を編集して、 初の B チャネルのトラフィック量が一定のしき
い値を超えたときにだけ 2 番目の B チャネルを使用するようにできます。
それには、[ マルチリンク PPP を有効にする ] チェック ボックスを選択し
て、[ 負荷のしきい値 ] フィールドに 1 ～ 255（255 が 100% の帯域幅に相
当）の値を入力します。この値によって、 初の B チャネルのしきい値が
決まります。 初の B チャネルのトラフィック量がこのしきい値を超える
と、ルータは、2 番目の B チャネルを接続します。また、[ データの方向 ] 
フィールドで、このしきい値をアウトバウンド トラフィックとインバウ
ンド トラフィックのどちらに適用するかを選択できます。
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手順 8 [OK] をクリックします。

無線インターフェイスの設定を編集する方法

既存の無線インターフェイス設定を編集するには、ワイヤレス アプリ
ケーションを使用する必要があります。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。

手順 2 [ インターフェイス / 接続の編集 ] をクリックします。

手順 3 無線インターフェイスを選択して [編集 ] をクリックします。[接続 ] タブで 
IP アドレスやブリッジ情報を変更できます。他のワイヤレス パラメータ
を変更する場合は、[ ワイヤレス アプリケーションの起動 ] をクリックしま
す。
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LAN ウィザード

Cisco Configuration Professional（Cisco CP）LAN ウィザードを使用すると、
指示に従って LAN インターフェイスを設定できます。画面にルータ上の 
LAN インターフェイスのリストが表示されます。このリストからイン
ターフェイスを選択して、[ 設定 ] をクリックすると、そのインターフェイ
スを LAN インターフェイスとして設定できます。

このウィンドウには、スタートアップ コンフィギュレーションで内部イ
ンターフェイスとして指定されたルータ インターフェイス、および WAN 
インターフェイスとして設定されていないイーサネット インターフェイ
スとスイッチ ポートのリストが表示されます。このリストには、すでに
設定されているインターフェイスも含まれます。

インターフェイスを LAN インターフェイスとして設定すると、Cisco CP 
はコンフィギュレーション ファイルに $ETH-LAN$ という説明テキストを
挿入して、今後そのインターフェイスを LAN インターフェイスとして認
識できるようにします。

LAN インターフェイスを追加で設定する場合は、必要に応じてこの画面
に戻ることができます。
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イーサネット設定
フィールド リファレンス 

3-1 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

インターフェイス インターフェイスの名前です。

設定 選択したインターフェイスを設定するには、[ 設定 ] をクリックしま
す。このインターフェイスをこれまでに設定したことがない場合は、
LAN ウィザードが起動され、指示に従って設定できます。このイン
ターフェイスが、Cisco CP を使用して設定されている場合は、[ 編
集 ] ウィンドウが表示されます。このウィンドウで設定を変更できま
す。

LAN インターフェイスの設定が Cisco CP でサポートされていない場
合に、[ 設定 ] ボタンが無効になることがあります。サポートされて
いない設定については、「イーサネット インターフェイスの設定が
読み取り専用になる原因」を参照してください。

イーサネット設定
このウィザードでは、指示に従って LAN 上のイーサネット インターフェ
イスを設定できます。次の情報を入力する必要があります。

 • イーサネット インターフェイスの IP アドレスとサブネット マスク

 • このインターフェイスで DHCP を使用する場合は、DHCP アドレス 
プール

 • WAN 上の DNS および WINS サーバの IP アドレス

 • ドメイン名

LAN ウィザード：インターフェイスの選択
LAN 接続を設定するインターフェイスをこのウィンドウで選択します。
このウィンドウには、イーサネット LAN 設定をサポートできるインター
フェイスのリストが表示されます。
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LAN ウィザード：IP アドレスおよびサブネット マスク   
LAN ウィザード：IP アドレスおよびサブネット 
マスク

このウィンドウでは、 初のウィンドウで選択したイーサネット イン
ターフェイスの IP アドレスとサブネット マスクを設定できます。

フィールド リファレンス 

3-2 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

IP アドレス インターフェイスの IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記
で入力します。LAN インターフェイスの IP アドレスは、ネットワー
ク管理者によって決定されます。詳細については、「IP アドレスと
サブネット マスク」を参照してください。

サブネット マスク サブネット マスクを入力します。この値については、ネットワーク
管理者に確認してください。サブネット マスクを指定すると、ルー
タは IP アドレスのどの部分をアドレスのネットワークおよびホスト
部の定義に使用するかを判断できます。

サブネット マスクの代わりに、ネットワーク ビットの数を選択しま
す。この値は、サブネット マスクの計算に使用されます。入力する
ネットワーク ビット数については、ネットワーク管理者に確認して
ください。

LAN ウィザード：DHCP サーバを有効にする
この画面では、ルータ上の DHCP サーバを有効にできます。DHCP サーバ
は、再利用可能な IP アドレスを LAN 上のデバイスに自動的に割り当てま
す。デバイスがネットワーク上でアクティブになると、DHCP サーバはそ
のデバイスに IP アドレスを割り当てます。デバイスがネットワークから
切断されると、IP アドレスは別のデバイスが利用できるようにプールに返
されます。
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LAN ウィザード：DHCP アドレス プール
フィールド リファレンス 

3-3 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

DHCP サーバを有効に
する

このインターフェイスでルータを DHCP サーバとして設定するには、
[ はい ] をクリックします。

LAN ウィザード：DHCP アドレス プール
この画面では、DHCP の IP アドレス プールを設定できます。DHCP サー
バは、共通プール内に設定されている IP アドレスを割り当てます。共通
プール内のアドレスは、開始 IP アドレスと終了 IP アドレスを指定するこ
とによって設定します。

詳細については、「DHCP アドレス プール」を参照してください。

注 ルータに非連続的なアドレス プールが設定されている場合は、開始 IP ア
ドレスと終了 IP アドレスのフィールドは読み取り専用になります。

フィールド リファレンス 

3-4 DHCP アドレス プール  表

項目 説明

開始 IP DHCP サーバが LAN 上のデバイスにアドレスを割り当てるときに使
用する IP アドレス範囲の先頭のアドレスを入力します。これは範囲
内で 小の番号を持つ IP アドレスです。

終了 IP IP アドレスの範囲内で 大の番号を持つ IP アドレスを入力します。

DNS サーバ フィール
ドおよび WINS サーバ
フィールド

このウィンドウに [DNS サーバ ] フィールドと [WINS サーバ ] フィー
ルドが表示された場合は、[DHCP オプション ] をクリックして、こ
れらのサーバの詳細を表示できます。
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DHCP オプション 
DHCP オプション
このウィンドウでは、ルータに IP アドレスを要求している LAN 上のホス
トに送信する DHCP オプションを設定します。これらは設定中のルータに
適用されるオプションではなく、LAN 上の要求ホストに送信されるパラ
メータです。これらのプロパティをルータに設定するには、Cisco CP カテ
ゴリ バーの [ 追加タスク ] をクリックして [DHCP] をクリックし、[DHCP 
プール ] ウィンドウで設定します。

フィールド リファレンス 

3-5 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

DNS サーバ 1 DNS サーバは、通常は既知のデバイス名と IP アドレスをマッピング
します。ネットワークに DNS サーバが設定されている場合は、その
デバイスの IP アドレスをここに入力します。

DNS サーバ 2 ネットワーク上に他の DNS サーバがある場合は、そのサーバの IP 
アドレスをこのフィールドに入力します。

ドメイン名 このルータに設定する DHCP サーバによって、このドメイン内の他
のデバイスにサービスが提供されます。ドメイン名を入力します。

WINS サーバ 1 インターネット上のデバイスに接続するために WINS（Windows 
Internet Naming Service）を必要とするクライアントもあります。
ネットワーク上に WINS サーバがある場合は、そのサーバの IP アド
レスをこのフィールドに入力します。

WINS サーバ 2 ネットワーク上に他の WINS サーバがある場合は、そのサーバの IP 
アドレスをこのフィールドに入力します。

LAN ウィザード：VLAN モード
この画面では、スイッチ ポートを介して伝送する VLAN 情報のタイプを
指定します。スイッチ ポートは、アクセス モードまたはトランク モード
に設定できます。アクセス モードの場合、そのポートが割り当てられて
いる VLAN 宛てのデータだけを転送します。トランク モードの場合、そ
のポートが割り当てられている VLAN を含むすべての VLAN 宛てのデー
タを転送します。
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LAN ウィザード：スイッチ ポート
このスイッチ ポートが単一のデバイス（PC や IP 電話など）に接続される
場合、またはネットワーク デバイス（別のスイッチなど）上のポートに
接続される場合は、アクセス モードであり、[ 単一のデバイス ] を選択しま
す。

このスイッチ ポートがネットワーク デバイス（別のスイッチなど）上の
ポートに接続される場合は、トランク モードであり、[ ネットワーク デバ
イス ] を選択します。

フィールド リファレンス 

3-6 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

単一のデバイス このスイッチ ポートが単一のデバイス（PC や IP 電話など）に接続
される場合、またはネットワーク デバイス（別のスイッチなど）上
のポートに接続されるカスケード接続の場合は、アクセス モードで
あり、[ 単一のデバイス ] を選択します。

ネットワーク デバイス このスイッチ ポートがネットワーク デバイス（別のスイッチなど）
上のポートに接続される場合は、トランク モードであり、[ ネット
ワーク デバイス ] を選択します。

LAN ウィザード：スイッチ ポート
この画面では、既存の VLAN 番号をスイッチ ポートに割り当てたり、
VLAN スイッチ ポートに割り当てる新しい VLAN インターフェイスを作
成したりできます。
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LAN ウィザード：スイッチ ポート  
フィールド リファレンス 

3-7 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

既存の VLAN デフォルトの VLAN（VLAN 1）など、すでに定義されている VLAN 
にスイッチ ポートを割り当てる場合は、[ ネットワーク (VLAN) 識別
子 ] フィールドに VLAN ID 番号を入力します。

新しい VLAN スイッチ ポートに割り当てる新しい VLAN インターフェイスを作成
する場合は、[ 新しい VLAN] フィールドに新しい VLAN ID 番号を入
力します。次に、新しい VLAN 論理インターフェイスの IP アドレス
を [IP アドレス ] フィールドに、サブネット マスクを [ サブネット マ
スク ] フィールドに入力します。

ワイヤレス ネットワー
クとの IRB ブリッジに
この VLAN を含める

スイッチ ポートをワイヤレス ネットワークとのブリッジの一部とし
て設定する場合、このチェック ボックスを選択します。ブリッジの
他の部分は、ワイヤレス アプリケーションを使用して設定する必要
があります。このチェック ボックスを選択している場合、[ 新しい 
VLAN] の下にある [IP アドレス ] フィールドと [ サブネット マスク ] 
フィールドは無効になります。

ワイヤレス アプリケーションの起動

この LAN 設定を行った後、ワイヤレス アプリケーションを起動してブ
リッジ設定を行うには、次の手順を実行します。

手順 1 Cisco CP の [ ツール ] メニューから [ ワイヤレス アプリケーションの起動 ] 
を選択します。ワイヤレス アプリケーションが別のブラウザ ウィンドウ
に開きます。

手順 2 ワイヤレス アプリケーションで、[ ワイヤレス エクスプレス セキュリ
ティ ] をクリックし、[ ブリッジ ] をクリックして、ブリッジ設定を行うた
めの情報を入力します。
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IRB ブリッジ
IRB ブリッジ
VLAN を IRB ブリッジの一部として設定する場合、そのブリッジはブリッ
ジ グループに属している必要があります。

このインターフェイスを含める新しいブリッジ グループを作成するには、
[ 新しいブリッジ グループの作成 ] をクリックし、1 ～ 255 の範囲の値を入
力します。

この VLAN を既存のブリッジのメンバにする場合は、[ 既存のブリッジ グ
ループとの結合 ] をクリックし、ブリッジ グループを選択します。

注 ワイヤレス アプリケーションでブリッジ設定を行うときに、この画面に
入力したブリッジ グループ番号と同じ番号を使用する必要があります。

フィールド リファレンス 

3-8 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

新しいブリッジ グルー
プの作成

このインターフェイスを含める新しいブリッジ グループを作成する
には、[ 新しいブリッジ グループの作成 ] をクリックし、1 ～ 255 の
範囲の値を入力します。

既存のブリッジ グルー
プとの結合

この VLAN を既存のブリッジのメンバにする場合は、[ 既存のブリッ
ジ グループとの結合 ] をクリックし、ブリッジ グループを選択しま
す。

BVI の設定
BVI インターフェイスに IP アドレスとサブネット マスクを割り当てます。
前の画面で既存のブリッジ グループを選択した場合は、この画面に IP ア
ドレスとサブネット マスクが表示されます。この値を変更することも、
そのまま使用することもできます。
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BVI の DHCP プール   
フィールド リファレンス 

3-9 BVI の設定  表

項目 説明

IP アドレス インターフェイスの IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記
で入力します。LAN インターフェイスの IP アドレスは、ネットワー
ク管理者によって決定されます。詳細については、「IP アドレスと
サブネット マスク」を参照してください。

ネット マスク サブネット マスクを入力します。この値については、ネットワーク
管理者に確認してください。サブネット マスクを指定すると、ルー
タは IP アドレスのどの部分をアドレスのネットワークおよびホスト
部の定義に使用するかを判断できます。

ネット ビット サブネット マスクの代わりに、ネットワーク ビットの数を選択しま
す。この値は、サブネット マスクの計算に使用されます。入力する
ネットワーク ビット数については、ネットワーク管理者に確認して
ください。

BVI の DHCP プール
ルータを DHCP サーバとして設定する場合は、ネットワーク上のクライア
ントが使用できる IP アドレスのプールを作成できます。クライアントが
ネットワークからログオフすると、そのクライアントが使用していたアド
レスは、他のホストが使用できるようにプールに戻されます。
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イーサネットの IRB
フィールド リファレンス 

3-10 BVI の DHCP プール  表

項目 説明

DHCP サーバの設定 ルータを DHCP サーバとして機能させる場合は、[DHCP サーバの設
定 ] チェック ボックスを選択します。

開始 IP プールの開始 IP アドレスを入力します。必ず、インターフェイスに
指定した IP アドレスと同じサブネット内の IP アドレスを指定して
ください。たとえば、IP アドレス 10.10.22.1 をサブネット マスク 
255.255.255.0 でインターフェイスに指定した場合、プールに使用可
能なアドレスは 250 個以上あり、開始 IP アドレスを 10.10.22.2 に指
定できます。

終了 IP プールの終了 IP アドレスを入力します。上記の例を使用すると、終
了 IP アドレスは 10.10.22.254 になります。

イーサネットの IRB
ルータでワイヤレス インターフェイスを使用している場合、IRB

（Integrated Routing and Bridging）を使用してこのインターフェイスをワイ
ヤレス LAN とのブリッジの一部として設定し、ワイヤレス ネットワーク
に送信されるトラフィックがこのインターフェイスを介してルーティング
されるように設定できます。このレイヤ 3 インターフェイスを IRB 用に設
定する場合は、[ はい ] をクリックします。

このインターフェイスをワイヤレス インターフェイスとのブリッジで使
用しない場合は、[ いいえ ] をクリックします。通常のルーティング イン
ターフェイスとして設定することもできます。

レイヤ 3 イーサネットの設定
Cisco CP は、3750 スイッチ モジュールがインストールされたルータにお
いて、レイヤ 3 イーサネットの設定をサポートします。VLAN 設定を作成
して、ルータのイーサネット インターフェイスを DHCP サーバとして指
定できます。
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レイヤ 3 イーサネットの設定  
802.1Q の設定

トランク接続に使用される 802.1Q カプセル化プロトコルを使用しない 
VLAN を設定できます。VLAN で 802.1Q タギングを使用しない場合は、
VLAN ID 番号を入力して、[ ネイティブ VLAN] を選択します。

802.1Q タギングを使用する場合は、[ ネイティブ VLAN] ボックスの選択を
解除したままにします。

フィールド リファレンス 

3-11 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

VLAN ID（1-4094） 1 ～ 4094 の VLAN ID 番号を入力します。入力した VLAN ID がすで
に使用されている場合は、別の ID を入力するように要求するメッ
セージが表示されます。

ネイティブ VLAN VLAN で 802.1Q タギングを使用しない場合は、[ ネイティブ VLAN] 
チェック ボックスを選択します。

VLAN で 802.1Q タギングを使用する場合は、このチェック ボック
スの選択を解除したままにします。

トランキングまたはルーティングの設定

802.1Q トランキングまたは基本ルーティングに対し、レイヤ 3 イーサネッ
ト インターフェイスを設定できます。802.1Q トランキング用にインター
フェイスを設定する場合は、インターフェイスの VLAN を設定してから、
802.1Q カプセル化プロトコルを使用しないネイティブ VLAN を設定しま
す。ルーティング用にインターフェイスを設定する場合は、インターフェ
イスにサブインターフェイスまたは追加の VLAN は設定できません。

スイッチ デバイス モジュールの設定

ギガビット イーサネット インターフェイスのルーティングを設定する場
合は、このウィンドウで、スイッチ モジュールに関する情報を指定でき
ます。この情報の入力は、必須ではありません。
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要約
スイッチ モジュールに対する IP アドレスとサブネット マスクを入力でき
るほか、スイッチ モジュール インターフェイスにログオンするためのロ
グイン クレデンシャルを入力できます。

このウィザードで各情報を指定し、設定をルータに配信した後でスイッチ 
モジュールにログオンするには、画面下部のボックスを選択します。

ギガビット イーサネット インターフェイスの設定

このウィンドウでは、ギガビット イーサネット インターフェイスの IP ア
ドレスおよびサブネット マスク情報を指定します。IP アドレスとサブ
ネット マスクの詳細については、「LAN ウィザード：IP アドレスおよびサ
ブネット マスク」を参照してください。

フィールド リファレンス 

3-12 IP アドレスおよびサブネット マスク  表

項目 説明

物理インターフェイス
の IP アドレス

これらのフィールドには、物理ギガビット イーサネット インター
フェイスの IP アドレスおよびサブネット マスクを入力します。

VLAN サブインター
フェイスの IP アドレス

物理インターフェイスに作成する VLAN サブインターフェイスの IP 
アドレスおよびサブネット マスクを指定します。これらのフィール
ドは、このインターフェイスのルーティングを設定する場合に表示
されます。このインターフェイスの IRB（Integrated Routing and 
Bridging）を設定する場合は、これらのフィールドは表示されませ
ん。

要約
このウィンドウには、選択したインターフェイスに対して行った設定変更
の要約が表示されます。
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要約
この設定をルータの実行コンフィギュレーションに保存してウィザードを終了するには

[ 完了 ] をクリックします。設定の変更がルータの実行コンフィギュレー
ションに保存されます。変更はすぐに有効になりますが、ルータの電源を
切ると失われます。

[ ユーザ設定 ] ウィンドウで [ コマンドをルータに配信する前にプレビュー
する ] チェック ボックスを選択した場合は、[ 配信 ] ウィンドウが表示され
ます。このウィンドウで、ルータに配信する CLI コマンドを確認できま
す。
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要約
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第 章4

802.1x 認証

802.1x 認証を使用すると、リモートの Cisco IOS ルータでは、常時稼働し
ている VPN トンネルを介して、認証済みの VPN ユーザをセキュリティ保
護されたネットワークに接続できます。Cisco IOS ルータは、セキュリ
ティ保護されたネットワーク上の RADIUS サーバを通じてユーザを認証し
ます。

802.1x 認証は、スイッチ ポートまたはイーサネット（ルーテッド）ポー
トのいずれかに適用され、両方のタイプのインターフェイスに適用される
ことはありません。802.1x 認証をイーサネット ポートに適用した場合、
認証されていないユーザは、VPN トンネルを介さずにインターネットに
ルーティングされる可能性があります。

802.1x 認証をインターフェイスに設定するには、LAN ウィザードを使用
します。ただし、インターフェイスで 802.1x を有効にするには、Cisco 
IOS ルータで AAA を有効にしておく必要があります。AAA を有効にする
前に LAN ウィザードを使用しようとすると、AAA を有効にするかどうか
を尋ねるウィンドウが表示されます。AAA を有効にすると答えると、
LAN ウィザードの一手順として 802.1x の設定画面が表示されます。AAA 
を有効にしないと答えた場合は、802.1x の設定画面は表示されません。

LAN ウィザード：802.1x 認証（スイッチ
ポート）

このウィンドウでは、LAN ウィザードで設定用に選択したスイッチ ポー
トに対して、802.1x 認証を有効にすることができます。
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LAN ウィザード：802.1x 認証（スイッチポート）
802.1x 認証の有効化

スイッチ ポートで 802.1x 認証を有効にするには、[802.1x 認証の有効化 ] 
を選択します。

ホスト モード

[ 単一 ] または [ 複数 ] を選択します。[ 単一 ] モードは、1 つの認証されたク
ライアントだけにアクセスを許可します。[ 複数 ] モードは、1 つのクライ
アントが認証された後、任意の数のクライアントにアクセスを許可しま
す。

注 Cisco 85x および Cisco 87x ルータのポートには、[ 複数 ] ホスト モードだけ
を設定できます。これらのルータには、[ 単一 ] モードは設定できません。

ゲスト VLAN

[ ゲスト VLAN] を選択すると、802.1x がサポートされていないクライアン
トに対して VLAN を有効にできます。このオプションを有効にする場合
は、[VLAN] ドロップダウン リストから [VLAN] を選択します。

Auth-fail VLAN

[Auth-fail VLAN] を選択すると、802.1x 認証に失敗したクライアントに対
して VLAN を有効にできます。このオプションを有効にする場合は、
[VLAN] ドロップダウン リストから [VLAN] を選択します。

定期的な再認証

[ 定期的な再認証 ] を選択すると、一定の間隔で 802.1x クライアントに再認
証を強制できます。間隔をローカルに設定するか、または RADIUS サーバ
を使用して設定するかを選択します。再認証の間隔をローカルに設定する
場合は、1 ～ 65,535 秒の範囲で値を入力します。デフォルト設定は 3600 
秒です。

詳細オプション

[ 詳細オプション ] をクリックすると、その他の 802.1x 認証パラメータを示
すウィンドウが表示されます。
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LAN ウィザード：802.1x 認証（スイッチポート）  
詳細オプション

このウィンドウでは、多数の 802.1x 認証パラメータのデフォルト値を変
更できます。

RADIUS サーバ タイムアウト

RADIUS サーバへの接続がタイムアウトになるまでに Cisco IOS ルータが
待機する時間（秒）を入力します。値の範囲は 1 ～ 65,535 秒です。デフォ
ルト設定は 30 秒です。

サプリカントの応答タイムアウト

802.1x クライアントへの接続がタイムアウトになるまでに、Cisco IOS 
ルータがそのクライアントからの応答を待機する時間（秒）を入力しま
す。値の範囲は 1 ～ 65,535 秒です。デフォルト設定は 30 秒です。

サプリカントの再試行タイムアウト

802.1x クライアントへの接続がタイムアウトになるまでに、Cisco IOS 
ルータがそのクライアントへの接続を再試行する時間（秒）を入力しま
す。値の範囲は 1 ～ 65,535 秒です。デフォルト設定は 30 秒です。

待機時間

Cisco IOS ルータがクライアントに 初に接続してからログイン要求が送
信されるまでに待機する時間（秒）を入力します。値の範囲は 1 ～ 65,535 
秒です。デフォルト設定は 60 秒です。

レート制限時間

値の範囲は 1 ～ 65,535 秒です。ただし、デフォルト設定は 0 秒になってお
り、[ レート制限時間 ] は無効になっています。

再認証の 大試行回数

Cisco IOS ルータが試行する 802.1x クライアントの再認証の 大回数を入
力します。値の範囲は 1 ～ 10 です。デフォルト設定は 2 です。
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LAN ウィザード：802.1x 認証用 RADIUS サーバ
大試行回数

クライアントに送信できるログイン要求の 大回数を入力します。値の範
囲は 1 ～ 10 です。デフォルト設定は 2 です。

デフォルトにリセット 

[ デフォルトにリセット ] をクリックすると、すべての詳細オプションがデ
フォルト値にリセットされます。

LAN ウィザード：802.1x 認証用 RADIUS 
サーバ

802.1x 認証情報は、設定後、Cisco Secure ACS バージョン 3.3 を実行して
いる RADIUS サーバ上のポリシー データベースに格納されます。ルータ
は、RADIUS サーバと通信して 802.1x クライアントのクレデンシャルを検
証する必要があります。このウィンドウを使用して、ルータが 1 つ以上の 
RADIUS サーバに接続する際に必要となる情報を設定します。指定する各 
RADIUS サーバでは、Cisco Secure ACS ソフトウェア バージョン 3.3 がイ
ンストールおよび設定されている必要があります。

注 802.1x 認証が有効になっているすべての Cisco IOS ルータ インターフェイ
スで、このウィンドウで設定された RADIUS サーバが使用されます。新し
いインターフェイスを設定するときは、この画面が再び表示されますが、
RADIUS サーバ情報を追加したり変更したりする必要はありません。

RADIUS クライアント ソースの選択

RADIUS のソースを設定すると、RADIUS サーバにバインドされた 
RADIUS パケットで送信されるように、送信元 IP アドレスを指定できま
す。インターフェイスの詳細については、インターフェイスを選択し、
[ 詳細 ] ボタンをクリックして確認してください。

Cisco ACS バージョン 3.3 以降では、ルータ から送信される RADIUS パ
ケットの送信元 IP アドレスを NAD IP アドレスとして設定する必要があり
ます。
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LAN ウィザード：802.1x 認証用 RADIUS サーバ    
[ ルータが送信元を選択します ] を選択すると、RADIUS パケットの送信元 
IP アドレスは、RADIUS パケットがルータから送り出されるときに通過す
るインターフェイスのアドレスになります。

インターフェイスを選択すると、RADIUS パケットの送信元 IP アドレス
は、RADIUS クライアント ソースとして選択したインターフェイスのアド
レスになります。

注 Cisco IOS ソフトウェアを使用すると、単一 RADIUS ソースのインター
フェイスをルータ上で設定できます。ルータにある設定済み RADIUS ソー
スとは別のソースを選択する場合、RADIUS サーバに送信されるパケット
の送信元 IP アドレスは、新しいソースの IP アドレスに変わり、Cisco ACS 
で設定された NAD IP アドレスと一致しなくなる場合があります。

詳細

インターフェイスを選択する前に、インターフェイスに関する情報のク
イック スナップショットが必要な場合は、[ 詳細 ] をクリックします。画面
には、IP アドレスとサブネット マスク、インターフェイスに適用される
アクセス ルールとインスペクション ルール、適用された IPSec ポリシー
と QoS ポリシー、およびインターフェイス上に Easy VPN 設定があるかど
うかが表示されます。

サーバ IP/ タイムアウト / パラメータ カラム

[ サーバ IP]、[ タイムアウト ]、および [ パラメータ ] カラムには、ルータか
ら RADIUS サーバへの接続に使用される情報が含まれています。RADIUS 
サーバの情報が、選択されたインターフェイスに関連しない場合は、これ
らのカラムには何も表示されません。

802.1x 用に使用チェック ボックス

一覧表示された RADIUS サーバを 802.1x に使用する場合は、このチェッ
ク ボックスを選択します。802.1x を正常に使用するには、必要な 802.1x 
認証情報がサーバに設定されている必要があります。
4-5
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 4 章     802.1x 認証        

802.1x 認証（スイッチポート）の編集
追加 / 編集 /Ping

RADIUS サーバの情報を入力するには、[ 追加 ] ボタンをクリックして、表
示された画面に情報を入力します。RADIUS サーバの情報を変更するに
は、行を選択して [ 編集 ] をクリックします。ルータと RADIUS サーバ間
の接続をテストするには、行を選択して [Ping] をクリックします。

注 Ping テストを実行するときは、[Ping] ダイアログ ボックスの [ 送信元 ] 
フィールドに、RADIUS ソース インターフェイスの IP アドレスを入力し
ます。[ ルータが送信元を選択します ] を選択した場合は、[Ping] ダイアロ
グ ボックスの [ 送信元 ] フィールドに値を入力する必要はありません。

選択されたインターフェイスで RADIUS サーバ情報を使用できない場合、
[ 編集 ] ボタンと [Ping] ボタンは無効です。

802.1x 認証（スイッチポート）の編集
このウィンドウでは、802.1x 認証パラメータを有効化にしたり、設定した
りできます。

802.1x 認証パラメータの代わりに、ポートがトランク モードで動作して
いることを示すメッセージが表示された場合は、そのスイッチで 802.1x 
認証を有効にすることはできません。

802.1x 認証パラメータが表示されても、無効になっている場合は、次のい
ずれかが考えられます。

 • AAA が有効になっていない。

AAA を有効にするには、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [AAA] > [ 概要 ] の
順に選択します。次に、[AAA の有効化 ] をクリックします。

 • AAA は有効になっているが、802.1x 認証ポリシーが設定されていな
い。

802.1x 認証ポリシーを設定するには、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [AAA] 
> [ 認証ポリシー ] > [802.1x] の順に選択します。
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802.1x 認証（スイッチポート）の編集
802.1x 認証の有効化 

対象のスイッチ ポートで 802.1x 認証を有効にするには、[802.1x 認証の有
効化 ] を選択します。

ホスト モード

[ 単一 ] または [ 複数 ] を選択します。[ 単一 ] モードは、1 つの認証されたク
ライアントだけにアクセスを許可します。[ 複数 ] モードは、1 つのクライ
アントが認証された後、任意の数のクライアントにアクセスを許可しま
す。

注 Cisco 87x ルータのポートには、[ 複数 ] ホスト モードだけを設定できます。
これらのルータには、[ 単一 ] モードは設定できません。

ゲスト VLAN

[ ゲスト VLAN] を選択すると、802.1x がサポートされていないクライアン
トに対して VLAN を有効にできます。このオプションを有効にする場合
は、[VLAN] ドロップダウン リストから [VLAN] を選択します。

Auth-fail VLAN

[Auth-fail VLAN] を選択すると、802.1x 認証に失敗したクライアントに対
して VLAN を有効にできます。このオプションを有効にする場合は、
[VLAN] ドロップダウン リストから [VLAN] を選択します。

定期的な再認証

[ 定期的な再認証 ] を選択すると、一定の間隔で 802.1x クライアントに再認
証を強制できます。間隔をローカルに設定するか、または RADIUS サーバ
を使用して設定するかを選択します。再認証の間隔をローカルに設定する
場合は、1 ～ 65,535 秒の範囲で値を入力します。デフォルト設定は 3600 
秒です。

詳細オプション 

[ 詳細オプション ] をクリックすると、その他の 802.1x 認証パラメータを示
すウィンドウが表示されます。
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LAN ウィザード：802.1x 認証 (VLAN/Ethernet)
LAN ウィザード：802.1x 認証 
(VLAN/Ethernet)

このウィンドウでは、LAN ウィザードで設定用に選択したイーサネット 
ポートに対して、802.1x 認証を有効にすることができます。Cisco 87x 
ルータの場合、このウィンドウは、802.1x 認証を使用する VLAN を設定
する場合に表示されます。

注 VLAN に 802.1x を設定する前に、802.1x がいずれの VLAN スイッチ ポー
トにも設定されていないことを確認してください。また、VLAN が DHCP 
に設定されていることも確認してください。

Use 802.1x Authentication to separate trusted and untrusted traffic on the interface

802.1x 認証を有効にするには、[Use 802.1x Authentication to separate trusted 
and untrusted traffic on the interface] を選択します。

例外リスト 

例外リストを作成または編集するには、[ 例外リスト ] をクリックします。
例外リストは、特定のクライアントについて 802.1x 認証から除外する一
方で VPN トンネルの使用を許可します。

802.1x 認証から Cisco IP 電話を除外

Cisco IP 電話を 802.1x 認証の対象から除外しながら、VPN トンネルの使用
を許可する場合は、[802.1x 認証から Cisco IP 電話を除外 ] を選択します。

802.1x 例外リスト

例外リストは、特定のクライアントについて 802.1x 認証から除外する一
方で VPN トンネルの使用を許可します。除外するクライアントは、MAC 
アドレスを使用して指定します。
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レイヤ 3 インターフェイスでの 802.1x 認証    
追加

[ 追加 ] をクリックすると、クライアントの MAC アドレスを追加できる
ウィンドウが表示されます。MAC アドレスには、次のいずれかの例の形
式を使用する必要があります。

 • 0030.6eb1.37e4

 • 00-30-6e-b1-37-e4

Cisco Router and Security Device Manager（Cisco CP）では、ここに示した
例より短い MAC アドレスを除き、正しくない形式の MAC アドレスは拒
否されます。例より短い MAC アドレスには、不足しているそれぞれの桁
に 0（ゼロ）が埋め込まれます。

注 Cisco CP の 802.1x 機能では、MAC アドレスにポリシーを関連付ける CLI 
オプションはサポートされていないため、例外リストには、ポリシーが関
連付けられている MAC アドレスは含まれません。

削除

選択したクライアントを例外リストから削除するには、[ 削除 ] をクリック
します。

レイヤ 3 インターフェイスでの 802.1x 認証
このウィンドウでは、レイヤ 3 インターフェイスに 802.1x 認証を設定でき
ます。このウィンドウには、802.1x 認証が設定済みまたは設定可能なイー
サネット ポートと VLAN インターフェイスが一覧表示され、信頼できな
いクライアントに仮想テンプレート インターフェイスを指定したり、
802.1x 認証を回避させるクライアントの例外リストを作成したりできま
す。

注 CLI を使用してポリシーが設定されている場合、それらのポリシーはこの
ウィンドウに読み取り専用情報として表示されます。その場合、このウィ
ンドウで実行できる操作は、802.1x の有効化または無効化だけです。
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レイヤ 3 インターフェイスでの 802.1x 認証
必須タスク

このウィンドウに必須タスクが表示された場合は、802.1x 認証を設定する
前に、それらのタスクを実行する必要があります。必須タスクを説明する
メッセージと、タスクを実行できるウィンドウへのリンクが表示されま
す。

802.1x 認証をグローバルに有効化 

[802.1x 認証をグローバルに有効化 ] を選択すると、すべてのイーサネット 
ポートで 802.1x 認証が有効になります。

インターフェイス表

[ インターフェイス ] 表には、次のカラムがあります。

インターフェイス ― イーサネットまたは VLAN インターフェイスの名前
が表示されます。

802.1x 認証 ― 対象のイーサネット ポートで 802.1x 認証が有効になってい
るかどうかが示されます。

編集

[ 編集 ] をクリックすると、編集可能な 802.1x 認証パラメータを示したウィ
ンドウが表示されます。これらのパラメータは、[ インターフェイス ] 表で
選択したインターフェイスについての 802.1x 認証設定です。

外部ユーザポリシー

ドロップダウン リストから仮想テンプレート インターフェイスを選択し
ます。選択した仮想テンプレート インターフェイスは、802.1x 認証に失
敗したクライアントに適用するポリシーになります。

選択した仮想テンプレート インターフェイスの詳細を確認するには、[ 詳
細 ] ボタンをクリックします。

例外リスト

例外リストの詳細については、「802.1x 例外リスト」を参照してください。
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レイヤ 3 インターフェイスでの 802.1x 認証    
802.1x 認証から Cisco IP 電話を除外

Cisco IP 電話を 802.1x 認証の対象から除外しながら、VPN トンネルの使用
を許可する場合は、[802.1x 認証から Cisco IP 電話を除外 ] を選択します。

変更の適用

行った変更を有効にするには、[ 変更の適用 ] をクリックします。

変更の破棄

適用しない変更を消去するには、[ 変更の破棄 ] をクリックします。

802.1x 認証の編集

このウィンウでは、多数の 802.1x 認証パラメータのデフォルト値を有効
にしたり、変更したりできます。

802.1x 認証の有効化

イーサネット ポートで 802.1x 認証を有効にするには、[802.1x 認証の有効
化 ] を選択します。

定期的な再認証

[ 定期的な再認証 ] を選択すると、一定の間隔で 802.1x クライアントに再認
証を強制できます。間隔をローカルに設定するか、または RADIUS サーバ
を使用して設定するかを選択します。再認証の間隔をローカルに設定する
場合は、1 ～ 65,535 秒の範囲で値を入力します。デフォルト設定は 3600 
秒です。

詳細オプション

[ 詳細オプション ] ボックスの各フィールドの説明を表示するには、[ 詳細
オプション ] をクリックします。
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その他の手順
その他の手順
ここでは、LAN ウィザードで実行できないタスクの

手順を示します。

複数のイーサネット ポートに 802.1x 認証を設定する方法

いったん 1 つのインターフェイスに 802.1x 認証を設定すると、LAN ウィ
ザードにはイーサネット ポート用の 802.1x オプションは表示されなくな
ります。これは、Cisco CP で、802.1x の設定がグローバルに使用されるた
めです。

イーサネット ポートの 802.lx 認証の設定を編集する場合は、[ 設定 ] > [ セ
キュリティ] > [AAA] > [ 認証ポリシー] > [802.1x] の順に選択します。次に、
認証ポリシーを選択して [ 編集 ] をクリックします。表示されるダイアログ 
ボックスでポリシーを編集します。
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WAN 接続の設定

WAN ウィザードを使用すると、Cisco CP でサポートされているすべての
インターフェイスの WAN 接続を設定できます。

この章の内容は、次のとおりです。

 • イーサネット WAN 接続の設定

 • シリアル接続の設定

 • DSL 接続の設定

 • ISDN 接続の設定

 • AUX バックアップ接続の設定

 • アナログ モデム接続の設定

 • ケーブル モデム接続の設定

イーサネット WAN 接続の設定
イーサネット WAN 接続を設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] の順
にクリックします。

手順 2 [ 接続の作成 ] タブで [ イーサネット（PPPoE またはカプセル化されていな
いルーティング）] をクリックします。

手順 3 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。
5-1
セキュリティ ユーザーズ ガイド      



 

第 5 章     WAN 接続の設定        

イーサネット WAN 接続の設定
手順 4 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

手順 5 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 6 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。

手順 7 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「イーサネット WAN 接続のリファレンス」では、Cisco CP で表示される画
面について説明します。

イーサネット WAN 接続のリファレンス

 • WAN ウィザード インターフェイスへようこそウィンドウ

 • インターフェイスの選択

 • カプセル化 : PPPoE

 • IP アドレス：PPPoE を使用しないイーサネット

 • IP アドレス：PPPoE/PPPoA を使用した ATM またはイーサネット

 • 認証

 • 詳細オプション

 • 要約

WAN ウィザード インターフェイスへようこそウィンドウ      

このウィンドウには、Cisco CP を使用してこのインターフェイスに設定で
きる接続のタイプが表示されます。表示されていないタイプの接続をこの
インターフェイスに設定する必要がある場合は、CLI を使用してくださ
い。
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イーサネット WAN 接続の設定  
インターフェイスの選択

このウィンドウは、[ 接続の作成 ] ウィンドウで選択したタイプのインター
フェイスが複数ある場合に表示されます。この接続に使用するインター
フェイスを選択してください。

フィールド リファレンス

表 5-1 インターフェイスの選択のフィールド

項目 説明

チェック ボックス この接続に使用するインターフェイスの横にあるチェック 
ボックスを選択してください。

イーサネット インターフェイスを設定している場合、Cisco 
CP はコンフィギュレーション ファイルに $ETH-LAN$ という
説明テキストを挿入して、今後そのインターフェイスを WAN 
インターフェイスとして認識できるようにします。

動的 DNS の有効化 WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、[ 動的 DNS の
有効化 ] をクリックします。動的 DNS を設定するには、[ 動的 
DNS] ボタンをクリックします。

[ 動的 DNS の有効化 ] オプションは、すべての接続タイプに表
示されるわけではありません。

IP アドレス：PPPoE を使用しないイーサネット

WAN インターフェイスが IP アドレスを取得する際に使用する方法を選択
します。
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イーサネット WAN 接続の設定
フィールド リファレンス

表 5-2 PPPoE を使用しないイーサネットの IP アドレスのフィールド

項目 説明

スタティック IP アドレス このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット 
マスクまたはネットワーク ビットをフィールドに入力しま
す。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を
参照してください。

ダイナミック（DHCP クライ
アント）

このオプションを選択すると、ルータはリモート DHCP サー
バから IP アドレスをリースします。アドレスの割り当てを行
う DHCP サーバの名前を入力します。

動的 DNS WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、動的 DNS を
選択します。動的 DNS を設定するには、[ 動的 DNS] ボタンを
クリックします。

カプセル化 : PPPoE
このウィンドウでは、PPP over Ethernet（PPPoE）カプセル化を有効にで
きます。このカプセル化は、サービス プロバイダまたはネットワーク管
理者によって、リモート ルータが PPPoE を使用して通信することが要求
されている場合に必要になります。

PPPoE は、多くの ADSL サービス プロバイダによって使用されているプ
ロトコルです。インターネット接続サービスに PPPoE を使用しているか
どうかについては、サービス プロバイダに確認してください。

[PPPoE カプセル化 ] を選択すると、Cisco CP は自動的にダイヤラ インター
フェイスを設定に追加し、それを [ 要約 ] ウィンドウに表示します。
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イーサネット WAN 接続の設定  
フィールド リファレンス

表 5-3 PPPoE カプセル化のフィールド

項目 説明

PPPoE カプセル化を有効にす
る

ルータで PPPoE を使用するようにサービス プロバイダから要
求されている場合は、このチェック ボックスを選択して 
PPPoE カプセル化を有効にします。サービス プロバイダが 
PPPoE を使用していない場合は、このチェック ボックスの選
択を解除します。ルータが PPPoE カプセル化をサポートして
いない Cisco IOS を実行している場合、このチェック ボック
スは使用できません。

要約   
この画面には、設定した WAN 回線の要約が表示されます。この画面で
データを確認し、修正が必要な場合は、[ 戻る ] ボタンをクリックして前の
画面に戻り、そこで内容を修正することができます。

ボタン リファレンス

表 5-4 WAN の要約のボタン

項目 説明

設定後の接続テスト コマンドをルータに配信した後、設定した接続を Cisco CP で
テストする場合は、このチェック ボックスを選択します。
Cisco CP で接続がテストされ、結果が別のウィンドに表示さ
れます。

この設定をルータの実行コンフィギュレーションに保存してウィザードを終了するには

[ 完了 ] をクリックします。設定の変更がルータの実行コンフィギュレー
ションに保存されます。変更はすぐに有効になりますが、ルータの電源を
切ると失われます。

Cisco CP の [ 設定 ] ウィンドウで [ コマンドをルータに配信する前にプレ
ビューする ] チェック ボックスを選択した場合は、[ 配信 ] ウィンドウが表
示されます。このウィンドウで、ルータに配信する CLI コマンドを確認で
きます。
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シリアル接続の設定
詳細オプション 

詳細オプションには、デフォルトのスタティック ルートとポート アドレ
ス変換（PAT）の 2 つがあります。表示される詳細オプションは、ルータ
の設定によって異なります。スタティック ルート オプションがウィンド
ウに表示されない場合は、スタティック ルートがすでにルータ上に設定
されています。PAT オプションが表示されない場合は、PAT がすでにイン
ターフェイス上に設定されています。

フィールド リファレンス

表 5-5 詳細オプションのフィールド

項目 説明

デフォルトのスタティック 
ルート

アウトバウンド トラフィックがルーティングされる外部イン
ターフェイスにスタティック ルートを設定する場合に選択し
ます。スタティック ルートがすでにルータ上に設定されてい
る場合、このチェック ボックスは表示されません。

ネクスト ホップ アドレス サービス プロバイダからネクスト ホップ IP アドレスが提供
されている場合は、IP アドレスを入力します。このフィール
ドを空白のままにすると、Cisco CP は、設定中の WAN イン
ターフェイスをネクストホップ インターフェイスとして使用
します。

ポート アドレス変換 LAN 上の各デバイスがプライベート アドレスを持つ場合、そ
れらのアドレスを 1 つのパブリック アドレスに対応させるこ
とができます。PAT では、LAN 上の複数のホストを 1 つの IP 
アドレスで示し、ポート番号を使用して複数のホストを識別
します。これにより、トラフィックを正しい宛先に確実に配
信できます。PAT がすでに特定のインターフェイス上に設定
されている場合、PAT オプションは表示されません。

Inside Interface to be Translated
（変換される内部インター
フェイス）

変換されるホスト IP アドレスを持つネットワークに接続され
た内部インターフェイスを選択します。

シリアル接続の設定
シリアル接続を設定するには、次の手順に従ってください。
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シリアル接続の設定
手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 [ インターフェイスと接続 ] をクリックします。

手順 3 [ 接続の作成 ] タブで [ シリアル ] をクリックします。

手順 4 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。

手順 5 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「シリアル接続のリファレンス」では、Cisco CP で表示される画面につい
て説明します。

シリアル接続のリファレンス

 • WAN ウィザード インターフェイスへようこそウィンドウ

 • インターフェイスの選択

 • IP アドレス：ポイントツーポイント プロトコルを使用したシリアル

 • IP アドレス：HDLC またはフレーム リレーを使用したシリアル

 • 認証

 • LMI と DLCI の設定

 • クロック設定

 • 詳細オプション

 • 要約
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シリアル接続の設定
IP アドレス：ポイントツーポイント プロトコルを使用したシリアル

ポイントツーポイント インターフェイスが IP アドレスを取得する際に使
用する方法を選択します。

フィールド リファレンス

表 5-6 ポイントツーポイント プロトコルを使用したシリアル接続

項目 説明

スタティック IP アドレス このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット 
マスクまたはネットワーク ビットをフィールドに入力しま
す。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を
参照してください。

IP アンナンバード 別のインターフェイスにすでに割り当てられている IP アドレ
スを共有する場合は、このオプションを選択します。設定中
のインターフェイスと IP アドレスを共有するインターフェイ
スを選択します。

Easy IP（ネゴシエート済みの 
IP）

ルータで PPP/IPCP アドレス ネゴシエーションによって IP ア
ドレスを取得する場合は、[Easy IP（ネゴシエート済みの IP）] 
を選択します。

動的 DNS WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、動的 DNS を
選択します。動的 DNS を設定するには、[ 動的 DNS] ボタンを
クリックします。

IP アドレス：HDLC またはフレーム リレーを使用したシリアル 

WAN インターフェイスが IP アドレスを取得する際に使用する方法を選択
します。フレーム リレー カプセル化を使用する場合、Cisco CP はサブイ
ンターフェイスを作成し、そのサブインターフェイスに IP アドレスが割
り当てられます。
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シリアル接続の設定
フィールド リファレンス

表 5-7 HDLC またはフレーム リレーを使用したシリアル接続のフィールド

項目 説明

スタティック IP アドレス このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット 
マスクまたはネットワーク ビットをフィールドに入力しま
す。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を
参照してください。

IP アンナンバード 別のインターフェイスにすでに割り当てられている IP アドレ
スを共有する場合は、このオプションを選択します。設定中
のインターフェイスと IP アドレスを共有するインターフェイ
スを選択します。

動的 DNS WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、動的 DNS を
選択します。動的 DNS を設定するには、[ 動的 DNS] ボタンを
クリックします。

認証 

このページは、次の設定を有効にした場合、またはその設定中に表示され
ます。

 • シリアル接続に対する PPP 

 • ATM 接続に対する PPPoE または PPPoA カプセル化

 • イーサネット接続に対する PPPoE または PPPoA カプセル化

 • ISDN BRI またはアナログ モデム接続

サービス プロバイダまたはネットワーク管理者は、CHAP（Challenge 
Handshake Authentication Protocol）パスワードまたは PAP（Password 
Authentication Protocol）パスワードを使用してデバイス間の接続を保護で
きます。このパスワードはインバウンド アクセスとアウトバウンド アク
セスの両方を保護します。
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シリアル接続の設定
フィールド リファレンス

表 5-8 認証のフィールド

項目 説明

認証タイプ サービス プロバイダが使用する認証タイプのチェック ボック
スを選択します。認証タイプがわからない場合は、両方の
チェック ボックスを選択できます。その場合、ルータは両方
の認証タイプを試行して、成功した方を使用します。

CHAP 認証は PAP 認証より安全です。

ユーザ名 ユーザ名はインターネット サービス プロバイダまたはネット
ワーク管理者によって割り当てられ、CHAP または PAP 認証
のユーザ名として使用されます。

パスワード サービス プロバイダから割り当てられたパスワードを正確に
入力します。パスワードは大文字と小文字を区別します。た
とえば、cisco というパスワードは Cisco と同じではありませ
ん。

パスワードの確認 [ パスワード ] ボックスに入力したパスワードを再度入力しま
す。

LMI と DLCI の設定

フレーム リレー カプセル化を使用した接続を設定する場合は、接続を監
視するためのプロトコル（Local Management Identifier（LMI））を指定し、
その特定の接続に対して一意な識別子（データ リンク接続識別子

（DLCI））を設定する必要があります。

フィールド リファレンス

表 5-9 LMI と DLCI のフィールド 

項目 説明

LMI タイプ

ANSI ANSI（American National Standards Institute）標準 T1.617 で定
義されている Annex D

Cisco Cisco と他の 3 社で共同定義した LMI タイプ
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クロック設定

[ クロック設定 ] ウィンドウでは、T1/E1 リンクを設定できます。このペー
ジには、デフォルトのフレーム リレー クロック設定が表示されます。こ
の設定は、デフォルトと異なる設定を使用する必要がある場合を除き、変
更しないようにしてください。

フィールド リファレンス

ITU-T Q.933 ITU-T Q.933 Annex A

自動検出 デフォルト。ルータはスイッチと通信することによって、使
用されている LMI タイプを検出し、そのタイプを使用しま
す。自動検出に失敗した場合は、Cisco LMI タイプが使用さ
れます。

DLCI このフィールドには DLCI を入力します。この番号は、この
インターフェイスで使用されるすべての DLCI の中で一意で
ある必要があります。

IETF フレーム リレーのカプ
セル化を使用する

IETF（Internet Engineering Task Force）準拠のカプセル化。こ
のオプションは、Cisco 製以外のルータに接続するときに使用
されます。このインターフェイスで Cisco 製以外のルータに
接続する場合は、このチェック ボックスを選択してくださ
い。

表 5-9 LMI と DLCI のフィールド （続き）

項目 説明

表 5-10 クロック設定のフィールド 

項目 説明

クロック ソース [ 内部 ] を指定すると、クロックが内部で生成されます。[ 回
線 ] を指定すると、ネットワークからクロック ソースが取得
されます。クロックは、データ転送を同期化します。デフォ
ルトは [ 回線 ] です。

T1/E1 フレーミング このフィールドでは、D4 Super Frame（sf）または Extended 
Superframe（esf）フレーミングで動作するように T1/E1 リン
クを設定します。デフォルトは [esf] です。
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シリアル接続の設定
回線コード このフィールドでは、B8ZS（バイナリ 8 ゼロ置換）または 
AMI（交互マーク反転）回線コード形式で動作するように 
T1/E1 回線を設定します。b8zs 設定では、8 個の連続する 0 の
ビットが現れたとき、4 ビット目と 7 ビット目を意図的な極
性違反で置き換えることで、T1/E1 回線の密度を保証します。
ルータを AMI で設定する場合は、データ コーディング反転
設定によって T1 回線の密度を保証する必要があります。デ
フォルトは [b8zs] です。

データ コーディング このリンクでユーザ データが反転していることが分かってい
る場合、または [ 回線コード ] フィールドが AMI に設定されて
いる場合は、[ 反転 ] をクリックします。それ以外の場合は、
デフォルト値である [ 標準 ] のままにしておきます。データの
反転は、HDLC、PPP、LAPB（Link Access Procedure, 
Balanced）などのビット指向のプロトコルで、AMI エンコー
ディングを使用した T1/E1 回線の密度を保証するために使用
されます。これらのビット指向のプロトコルでは、データ ス
トリーム内に 1 のビットが 5 個連続して現れるたびに 0 の
ビットを挿入します。これにより、 低でも 8 ビットごとに 
1 つの 0 のビットが現れるようになります。さらにデータ ス
トリームを反転させると、 低でも 8 ビットごとに 1 つの 1 
のビットが現れるようになります

ライン コードに AMI が使用されており、56kbps に設定され
たタイム スロットが存在しない場合、Cisco CP は、反転デー
タ コーディングを設定します。AMI 回線コードで反転データ 
コーディングを使用しない場合は、CLI を使用して、すべて
のタイム スロットを 56kbps に設定する必要があります。

ファシリティ データ リンク
（FDL）

このフィールドでは、Extended Superframe を使用したファシ
リティ データ リンク（FDL）のルータでの動作を設定しま
す。[att] で設定すると、ルータは AT&T TR 54016 を実装しま
す。[ansi] で設定すると、ルータは ANSI T1.403 を実装しま
す。両方を選択すると、ルータは、[att] と [ansi] の両方を実
装します。どちらも選択しないと、ルータは FDL を無視しま
す。デフォルトは [ なし ] です。T1/E1 フレーミングを [sf] に
設定すると、Cisco CP は、FDL を [ なし ] に設定して、この
フィールドを読み取り専用にします。

表 5-10 クロック設定のフィールド （続き）

項目 説明
5-12
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 5 章     WAN 接続の設定

DSL 接続の設定 
DSL 接続の設定
ADSL、または G.SHDSL 接続を設定するには、次の手順に従ってくださ
い。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 [ インターフェイスと接続 ] をクリックします。

LBO（Line Build Out） このフィールドは、T1/E1 回線の Line Build Out（LBO）を設
定するために使用します。LBO を使用すると、信号の転送の
強さが 7.5 または 15 デシベルだけ減少します。この設定が実
際の T1/E1 回線で必要になることはほとんどありません。デ
フォルトは [ なし ] です。

リモート ループバック要求 このフィールドには、回線からループバック コードを受信し
たとき、ルータがループバック モードに入るかどうかを指定
します。[ 完全 ] を選択すると、ルータは完全ループバックを
受け入れます。[payload-v54] を選択すると、ルータはペイ
ロード ループバックを受け入れます。

リモート アラームの生成 / 検
出を有効にする

ルータの T1/E1 回線で、リモート アラーム（黄アラーム）を
生成し、回線の他方の端にあるピアから送信されるリモート 
アラームを検出する場合は、このチェック ボックスを選択し
ます。

ルータは、赤アラーム（フレーム同期損失）か青アラーム
（「all-ones」信号がフレーミングされていない）のどちらかの
アラーム条件を検出すると、リモート アラームを送信しま
す。これにより、受信側のデータ サービス ユニット / チャネ
ル サービス ユニット（DSU/CSU）は、回線上にエラー条件
が発生したことを認識します。

この設定は、T1/E1 フレーミングが [esf] に設定されていると
きだけ使用します。

表 5-10 クロック設定のフィールド （続き）

項目 説明
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DSL 接続の設定
手順 3 [ 接続の作成 ] タブに、ADSL（PPPoE、RFC 1483 ルーティング、または 
PPPoA）など、使用可能な DSL 接続タイプが表示されます。使用可能な
接続タイプを選択します。

手順 4 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。

手順 5 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

次のセクションでは、Cisco CP で表示される画面について説明します。

 • DSL 接続のリファレンス

DSL 接続のリファレンス

 • WAN ウィザード インターフェイスへようこそウィンドウ

 • インターフェイスの選択

 • カプセル化 : PPPoE

 • カプセル化タイプの自動検出 

 • IP アドレス：PPPoE/PPPoA を使用した ATM またはイーサネット

 • IP アドレス：RFC 1483 ルーティングを使用した ATM

 • 認証

 • 詳細オプション

 • PVC

 • 要約
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DSL 接続の設定 
IP アドレス：PPPoE/PPPoA を使用した ATM またはイーサネット 

WAN インターフェイスが IP アドレスを取得する際に使用する方法を選択
します。

フィールド リファレンス

表 5-11 PPPoE または PPPoA を使用した ATM またはイーサネット

項目 説明

スタティック IP アドレス このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット 
マスクまたはネットワーク ビットをフィールドに入力しま
す。

ダイナミック（DHCP クライ
アント）

このオプションを選択すると、ルータはリモート DHCP サー
バから IP アドレスをリースします。アドレスの割り当てを行
う DHCP サーバの名前を入力します。

IP アンナンバード 別のインターフェイスにすでに割り当てられている IP アドレ
スを共有する場合は、このオプションを選択します。設定中
のインターフェイスと IP アドレスを共有するインターフェイ
スを選択します。

Easy IP（ネゴシエート済みの 
IP）

ルータで PPP/IPCP アドレス ネゴシエーションによって IP ア
ドレスを取得する場合は、[Easy IP（ネゴシエート済みの IP）] 
を選択します。

動的 DNS WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、動的 DNS を
選択します。動的 DNS を設定するには、[ 動的 DNS] ボタンを
クリックします。

IP アドレス：RFC 1483 ルーティングを使用した ATM
WAN インターフェイスが IP アドレスを取得する際に使用する方法を選択
します。
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フィールド リファレンス

表 5-12 RFC 1483 ルーティングを使用した ATM

項目 説明

スタティック IP アドレス このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット 
マスクまたはネットワーク ビットをフィールドに入力しま
す。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を
参照してください。

ダイナミック（DHCP クライ
アント）

このオプションを選択すると、ルータはリモート DHCP サー
バから IP アドレスをリースします。アドレスの割り当てを行
う DHCP サーバの名前を入力します。

IP アンナンバード 別のインターフェイスにすでに割り当てられている IP アドレ
スを共有する場合は、このオプションをクリックします。設
定中のインターフェイスと IP アドレスを共有するインター
フェイスを選択します。

動的 DNS WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、動的 DNS を
選択します。動的 DNS を設定するには、[ 動的 DNS] ボタンを
クリックします。

カプセル化タイプの自動検出

このウィンドウでは、WAN リンクで使用するカプセル化のタイプを選択
します。このリンクで使用されているカプセル化のタイプについては、
ネットワーク管理者またはインターネット サービス プロバイダにお問い
合わせください。インターフェイスのタイプによって、使用可能なカプセ
ル化のタイプが決まります。

フィールド リファレンス

表 5-13 カプセル化のフィールド 

項目 説明

自動検出 Cisco CP を使用してカプセル化のタイプを検出するには、[ 自
動検出 ] をクリックします。自動検出に成功すると、Cisco CP 
は、カプセル化のタイプと、検出したその他の設定パラメー
タを自動的に設定します。
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DSL 接続の設定 
ADSL、G.SHDSL、または ADSL over ISDN に使用可能なカプセル化

PPPoE PPP over Ethernet カプセル化。このオプションは、イーサ
ネット インターフェイスまたは ATM インターフェイスを選
択した場合に使用可能。ATM インターフェイス上に PPPoE を
設定すると、ATM サブインターフェイスとダイヤラ インター
フェイスが作成される。

ルータが PPPoE カプセル化をサポートしていない Cisco IOS 
を実行している場合、[PPPoE] ラジオ ボタンは使用不可にな
る。

PPPoA ATM を介したポイントツーポイント プロトコル。このオプ
ションは、ATM インターフェイスを選択した場合に使用可
能。ATM インターフェイス上に PPPoA を設定すると、ATM 
サブインターフェイスとダイヤラ インターフェイスが作成さ
れる。

ルータが PPPoA カプセル化をサポートしていない Cisco IOS 
を実行している場合、[PPPoA] ラジオ ボタンは使用不可にな
る。

AAL5-SNAP を使用した 
RFC 1483 ルーティング

このオプションは、ATM インターフェイスを選択した場合に
使用可能。RFC 1483 接続を設定すると、ATM サブインター
フェイスが作成される。このサブインターフェイスは [ 要約 ] 
ウィンドウに表示される。

AAL5-MUX を使用した 
RFC 1483 ルーティング

このオプションは、ATM インターフェイスを選択した場合に
使用可能。RFC 1483 接続を設定すると、ATM サブインター
フェイスが作成される。このサブインターフェイスは [ 要約 ] 
ウィンドウに表示される。

表 5-13 カプセル化のフィールド （続き）

項目 説明
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DSL 接続の設定
PVC  

ATM ルーティングでは、仮想パスと仮想チャネルの 2 階層の階層化方式
を使用します。前者は仮想パス識別子（VPI）、後者は仮想チャネル識別子

（VCI）で表されます。1 つの仮想パスは、個々の接続に対応する多数の異
なる仮想チャネルを伝送できます。VPI に基づいてスイッチングを行う場
合は、その特定の仮想パス上のすべてのセルが VCI とは無関係にスイッチ
ングされます。ATM スイッチは、VCI、VPI、またはその両方に基づいて
スイッチングを行うことができます。

シリアル インターフェイスに使用可能なカプセル化

フレーム リレー フレーム リレーのカプセル化を提供する。このオプション
は、シリアル インターフェイスを選択した場合に使用可能。
フレーム リレー接続を設定すると、シリアル サブインター
フェイスが作成される。このサブインターフェイスは [ 要約 ] 
ウィンドウに表示される。

注 フレーム リレー シリアル接続を特定のインターフェ
イスに追加した場合、以降、同じインターフェイスに
シリアル接続を設定するとき、フレーム リレー カプ
セル化だけがこのウィンドウで選択可能になる。

ポイントツーポイント プロトコ
ル

PPP カプセル化を提供する。このオプションは、シリアル イ
ンターフェイスを選択した場合に使用可能。

ハイレベル データ リンク制御 HDLC カプセル化を提供する。このオプションは、シリアル 
インターフェイスを選択した場合に使用可能。

表 5-13 カプセル化のフィールド （続き）

項目 説明
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フィールド リファレンス

表 5-14 PVC のフィールド

項目 説明

VPI サービス プロバイダまたはシステム管理者から取得した VPI 
値を入力します。仮想パス識別子（VPI）は、ATM スイッチ
ングとルーティングにおいて、多数の接続で使用されるパス
を識別するために使用されます。サービス プロバイダから割
り当てられた VPI 値をここに入力します。

VCI サービス プロバイダまたはシステム管理者から取得した VCI 
値を入力します。仮想回線識別子（VCI）は、ATM スイッチ
ングとルーティングにおいて、VCI によって識別される他の
接続と共有するパス内で、特定の VCI 接続を識別するために
使用されます。サービス プロバイダから割り当てられた VCI 
値をここに入力します。

Cisco IOS デフォルト値

次の表に、Cisco IOS のデフォルト値を示します。これらのデフォルト値
が以前の設定時に変更されている場合、Cisco CP はそれらの変更値を上書
きすることはありません。ルータを初めて設定する場合は、これらのデ
フォルト値が使用されます。

接続タイプ パラメータ 値

ADSL  • 動作モード  • 自動

G.SHDSL  • 動作モード

 • 回線速度

 • 設備の種類

 • Annex A（米国）

 • 自動

 • CPE

ADSL over 
ISDN

 • 動作モード  • 自動
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G.SHDSL コントローラの設定
G.SHDSL コントローラの設定
HWIC-4SHDSL または HWIC-2SHDSL コントローラを設定するには、次の
手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 Cisco CP のタスクバーで、[ インターフェイスと接続 ] をクリックします。

手順 3 [ 接続の作成 ] タブで [G.SHDSL（PPPoE、RFC 1483 ルーティング、
PPPoA）] をクリックします。

手順 4 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。

手順 5 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別の画面に表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「G.SHDSL コントローラのリファレンス」では、Cisco CP で表示される画
面について説明します。

G.SHDSL コントローラのリファレンス

次のセクションでは、Cisco CP の G.SHDSL コントローラ ウィザードの画
面について説明します。

 • HWIC-1SHDSL コントローラの設定モード選択

 • HWIC-2SHDSL コントローラの設定モード選択

 • HWIC-4SHDSL コントローラの設定モード選択
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G.SHDSL コントローラの設定 
HWIC-1SHDSL コントローラの設定モード選択

この画面は、HWIC-1SHDSL コントローラの設定を選択した場合に表示さ
れます。

フィールド リファレンス

表 5-15 HWIC-1SHDSL のフィールド

フィールド 説明

使用可能なコントローラ 設定する G.SHDSL コントローラを選択します。

HWIC-1SHDSL コントローラを設定する場合、他のフィール
ドは表示されません。[ 次へ ] をクリックして、次の画面に進
みます。

HWIC-2SHDSL コントローラの設定モード選択

この画面は、HWIC-2SHDSL コントローラの設定を選択した場合に表示さ
れます。この画面では、DSL グループまたは DSL インターフェイスを設
定します。

フィールド リファレンス

表 5-16 HWIC-2SHDSL のフィールド 

フィールド 説明

使用可能なコントローラ 設定する G.SHDSL コントローラを選択します。

DSL グループの設定 DSL グループを作成するには、[DSL グループの設定 ] をク
リックします。

DSL インターフェイスの設定 DSL インターフェイスを設定するには、[DSL インターフェイ
スの設定 ] をクリックして [ 次へ ] をクリックします。

DSL グループの設定

グループ番号 設定するグループ番号を選択します。

DSL ペア グループに含める DSL ペアを選択します。ペア 0、またはペ
ア 0 および 1 を選択できます。
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G.SHDSL コントローラの設定
この画面についての注意事項

 • DSL グループは、ATM インターフェイスを設定する前に設定してお
く必要があります。そのため、G.SHDSL コントローラに DSL グルー
プが設定されていない場合、[DSL グループの設定 ] および [DSL イン
ターフェイスの設定 ] ラジオ ボタンは表示されず、DSL グループの設
定のみが許可され、DSL インターフェイスを設定することはできませ
ん。

 • DSL グループを設定すると、[DSL グループの設定 ] と [DSL インター
フェイスの設定 ] の両方のラジオ ボタンが表示されます。

 • 設定されていないグループ番号のみが表示されます。たとえば、グ
ループ 0 をすでに設定している場合、グループ 1 のラジオ ボタンのみ
が表示されます。

 • DSL グループにすでに設定されている DSL ペアは無効になります。

HWIC-4SHDSL コントローラの設定モード選択

この画面は、HWIC-4SHDSL コントローラの設定を選択した場合に表示さ
れます。この画面では、DSL グループまたは DSL インターフェイスを設
定します。

フィールド リファレンス

表 5-17 HWIC-4SHDSL のフィールド 

フィールド 説明

使用可能なコントローラ 設定する G.SHDSL コントローラを選択します。

DSL グループの設定 DSL グループを作成するには、[DSL グループの設定 ] をク
リックします。

DSL グループの設定

グループ番号 設定するグループ番号を選択します。
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G.SHDSL コントローラの設定 
この画面についての注意事項

 • DSL グループを作成すると、ATM インターフェイスが作成され、さ
らにサブインターフェイスも作成されます。これらは [ コントローラ /
接続 ] タブに表示されます。詳細については、「DSL コントローラ / 接
続タブ」を参照してください。

 • DSL グループは、ATM インターフェイスを設定する前に設定してお
く必要があります。そのため、G.SHDSL コントローラに DSL グルー
プが設定されていない場合は、[DSL グループの設定 ] ラジオ ボタンの
みが表示されます。

 • DSL グループが設定されているコントローラを選択すると、[DSL グ
ループの設定 ] と [DSL インターフェイスの設定 ] の両方のラジオ ボタ
ンが表示されます。

DSL ペア グループに含める DSL ペアを選択します。使用できる組み合
わせは、選択したグループ タイプによって異なります。詳細
については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2641/prod_c
onfiguration_guide09186a00807513ab.html

Web ページが表示されたら、[dsl-group] リンクをクリックし
て、使用できる組み合わせを表示します。

グループ タイプ DSL ペアを IMA グループまたはマルチペア グループに束ね
ることができます。

 • [IMA] ― Inverse Multiplexing over ATM（ATM の逆多重
化）。IMA を使用すると、通信回線を束ねて、3 Mbps を
上回る速度を得られます。IMA は、リンクの障害と回復、
およびリンクの追加と削除を処理するプロトコルを提供
します。IMA バンドリングでは、ATM-IMA インターフェ
イスが作成されます。

 • [M-Pair] ― マルチペア バンドリングを使用すると、ペア
をグループ化して、IMA 機能がない ATM インターフェイ
スを作成できます。

表 5-17 HWIC-4SHDSL のフィールド （続き）

フィールド 説明
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ISDN 接続の設定
 • 設定されていないグループ番号のみが表示されます。たとえば、グ
ループ 0 をすでに設定している場合、グループ 1 のラジオ ボタンのみ
が表示されます。

 • DSL グループにすでに設定されている DSL ペアは無効になります。

ISDN 接続の設定
ISDN 接続を設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 Cisco CP のタスクバーで、[ インターフェイスと接続 ] をクリックします。

手順 3 [ 接続の作成 ] タブで [ISDN（PPP）] をクリックします。

手順 4 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。

手順 5 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「ISDN 接続のリファレンス」では、Cisco CP で表示される画面について説
明します。

ISDN 接続のリファレンス

次のセクションでは、Cisco CP の ISDN 接続の画面について説明します。

 • ISDN ウィザードへようこそウィンドウ

 • インターフェイスの選択
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ISDN 接続の設定 
 • IP アドレス：ISDN BRI またはアナログ モデム

 • スイッチ タイプと SPID

 • 認証

 • 詳細オプション

 • ダイヤル文字列

 • 要約

ISDN ウィザードへようこそウィンドウ

Cisco CP が ISDN BRI に対してサポートするエンコーディングのタイプは 
PPP だけです。

IP アドレス：ISDN BRI またはアナログ モデム

ISDN BRI またはアナログ モデム インターフェイスが IP アドレスを取得す
る際に使用する方法を選択します。

フィールド リファレンス

表 5-18 ISDN BRI またはアナログ モデムの IP アドレスのフィールド 

項目 説明

スタティック IP アドレス このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット 
マスクまたはネットワーク ビットをフィールドに入力しま
す。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を
参照してください。

IP アンナンバード 別のインターフェイスにすでに割り当てられている IP アドレ
スを共有する場合は、このオプションを選択します。設定中
のインターフェイスと IP アドレスを共有するインターフェイ
スを選択します。
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ISDN 接続の設定
スイッチ タイプと SPID
ISDN BRI 接続には、ISDN スイッチ タイプの識別情報が必要です。サー
ビス プロファイル ID（SPID）番号を使用した B チャネルの識別情報が必
要になる場合もあります。この情報は、サービス プロバイダから提供さ
れます。

フィールド リファレンス

Easy IP（ネゴシエート済みの 
IP）

インターフェイスが接続を確立するとき常に、PPP/IPCP アド
レス ネゴシエーションによって ISP から IP アドレスを取得す
る場合は、[ ネゴシエート済みの IP] を選択します。

動的 DNS WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、[ 動的 DNS] を
選択します。動的 DNS を設定するには、[ 動的 DNS] ボタンを
クリックします。

表 5-18 ISDN BRI またはアナログ モデムの IP アドレスのフィールド （続き）

項目 説明

表 5-19 スイッチ タイプと SPID のフィールド 

項目 説明

ISDN スイッチ タイプ ISDN スイッチ タイプを選択します。接続に適したスイッチ 
タイプについては、サービス プロバイダに確認してくださ
い。

Cisco CP は、次の BRI スイッチ タイプをサポートしていま
す。

 –

 • 北米：

 – basic-5ess ― Lucent（AT&T）基本レート 5ESS スイッ
チ

 – basic-dms100 ― Northern Telecom DMS-100 基本レート 
スイッチ

 – basic-ni ― National ISDN スイッチ
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ISDN 接続の設定 
 • オーストラリア、ヨーロッパ、英国：

 – basic-1tr6 ― ドイツ 1TR6 ISDN スイッチ

 – basic-net3 ― ノルウェー NET3、オーストラリア 
NET3、およびニュージーランド NET 3 スイッチ タイ
プ用の NET3 ISDN BRI。Euro-ISDN E-DSS1 シグナリ
ング システム用の ETSI 対応のスイッチ タイプ

 – vn3 ― フランス ISDN BRI スイッチ

 • 日本：

 – ntt ― 日本 NTT ISDN スイッチ

 • 音声 または PBX システム用：

 – basic-qsig ― Q931 に基づく QSIG シグナリング対応の 
PINX（PBX）スイッチ

表 5-19 スイッチ タイプと SPID のフィールド （続き）

項目 説明
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ISDN 接続の設定
ダイヤル文字列

ISDN BRI またはアナログ モデム接続のリモート エンドの電話番号を入力
します。ISDN BRI またはアナログ モデム インターフェイスは、接続を確
立するとき常にこの電話番号をダイヤルします。ダイヤル文字列はサービ
ス プロバイダから割り当てられます。

SPID が割り当てられている サービス プロバイダが SPID を必要とする場合は、この
チェック ボックスを選択します。

一部のサービス プロバイダは、ISDN サービス プロバイダに
アクセスする ISDN デバイスの加入サービスを定義するため
に、SPID を使用しています。サービスに 初に加入するとき
に、サービス プロバイダから 1 つ以上の SPID が ISDN デバイ
スに割り当てられます。SPID を要求するサービス プロバイ
ダを使用している場合、ISDN デバイスは、スイッチにアク
セスして接続を初期化するときに有効な SPID をそのプロバ
イダに送信しなければ、コールを送受信できません。

現在、SPID が必要なスイッチ タイプは DMS-100 と NI だけで
す。AT&T 5ESS スイッチ タイプも SPID をサポートします
が、SPID を使用せずに ISDN サービスをセットアップするこ
とをお勧めします。また、SPID は、ローカル アクセス ISDN 
インターフェイスだけで意味を持ちます。リモート ルータは 
SPID を受け取りません。

通常、SPID は 7 桁の電話番号に数桁のオプション番号が付加
されたものです。ただし、別の方法で番号を付けるサービス 
プロバイダもあります。DMS-100 スイッチ タイプの場合、2 
つの SPID（B チャネルごとに 1 つずつ）が割り当てられま
す。

SPID 1 ISP から割り当てられた 初の BRI B チャネルの SPID を入力
します。

SPID 2 ISP から割り当てられた 2 番目の BRI B チャネルの SPID を入
力します。

表 5-19 スイッチ タイプと SPID のフィールド （続き）

項目 説明
5-28
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 5 章     WAN 接続の設定

AUX バックアップ接続の設定 
AUX バックアップ接続の設定
AUX バックアップ接続を設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 Cisco CP のタスクバーで、[ インターフェイスと接続 ] をクリックします。

手順 3 [ 接続の作成 ] タブで [AUX バックアップ（PPP）] をクリックします。

手順 4 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。

手順 5 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「AUX バックアップ接続のリファレンス」では、Cisco CP で表示される画
面について説明します。

AUX バックアップ接続のリファレンス

 • AUX バックアップへようこそウィンドウ

 • バックアップ設定

 • バックアップ設定：プライマリ インターフェイスとネクスト ホップ 
IP アドレス

 • バックアップ設定：追跡するホスト名または IP アドレス

 • 要約
5-29
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 5 章     WAN 接続の設定        

AUX バックアップ接続の設定
AUX バックアップへようこそウィンドウ

AUX ポートをダイヤルアップ接続として設定するオプションは、Cisco 
831 ルータおよび 837 ルータの場合のみ表示されます。

次のいずれかの場合には、AUX ダイヤル バックアップのラジオ ボタンは
使用不可になります。

 • デフォルト ルートが 2 つ以上存在する。

 • 1 つのデフォルト ルートが存在し、プライマリ WAN 以外のインター
フェイスが設定されている。

次のいずれかの場合には、AUX ダイヤル バックアップのオプションは表
示されません。

 • ルータが、AUX ダイヤル バックアップ機能をサポートしていない 
Cisco IOS イメージを使用している。

 • プライマリ WAN インターフェイスが設定されていない。

 • 非同期インターフェイスがすでに設定されている。

 • 既存の設定に Cisco CP でサポートされていない Cisco IOS コマンドが
含まれているため、SDM で非同期インタフーフェイスを設定できな
い。

バックアップ設定

ISDN BRI およびアナログ モデム インターフェイスは、他のプライマリ イ
ンターフェイスのバックアップ インターフェイスとして機能するように
設定できます。その場合、ISDN またはアナログ モデム接続は、プライマ
リ インターフェイスが何かの理由でダウンしたときだけ確立されます。
プライマリ インターフェイスと接続がダウンすると、ISDN またはダイヤ
ル モデム インターフェイスは、ネットワーク サービスが停止しないよう
に直ちにダイヤルアウトして接続を確立しようとします。

この ISDN BRI またはアナログ モデム接続をバックアップ接続として機能
させるかどうかを選択します。
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AUX バックアップ接続の設定 
フィールド リファレンス

表 5-20 バックアップ設定のフィールド

項目 説明

この接続をバックアップとし
て設定する

このインターフェイスをバックアップとして指定するには、
このチェック ボックスを選択します。

この接続をバックアップとし
て設定しない

このインターフェイスをバックアップとして指定しない場合
は、このチェック ボックスを選択します。

前提条件

次の前提条件に注意してください。

 • サイト間 VPN にプライマリ インターフェイスが設定されている。

 • ルータの Cisco IOS イメージが SAA ICMP エコー拡張機能に対応して
いる。

バックアップ設定：プライマリ インターフェイスとネクスト ホップ IP 
アドレス

ISDN BRI またはアナログ モデム接続をバックアップ接続として機能させ
るには、プライマリ接続として機能する、ルータ上の別のインターフェイ
スに関連付ける必要があります。ISDN BRI またはアナログ モデム接続は、
プライマリ インターフェイス上の接続がダウンした場合だけに確立され
ます。

フィールド リファレンス

表 5-21 追跡するホスト名または IP アドレスのフィールド

項目 説明

プライマリ インターフェイス 接続を追跡する宛先ホストの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。追跡するサイトとして、接続頻度の低い宛先を指
定してください。

プライマリのネクスト ホップ 
IP アドレス

プライマリ接続を保持するルータ上のインターフェイスを選
択します。
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アナログ モデム接続の設定
バックアップ設定：追跡するホスト名または IP アドレス

この画面では、接続を維持する必要がある特定のホストを指定できます。
ルータはそのホストへの接続を追跡し、その接続がプライマリ インター
フェイスによって切断されたことを検出すると、ISDN BRI またはアナロ
グ モデム インターフェイスを使用したバックアップ接続を開始します。

フィールド リファレンス

表 5-22 追跡するホスト名または IP アドレスのフィールド

項目 説明

追跡する IP アドレス 接続を追跡する宛先ホストの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。追跡するサイトとして、接続頻度の低い宛先を指
定してください。

アナログ モデム接続の設定
アナログ モデム接続を設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 Cisco CP のタスクバーで、[ インターフェイスと接続 ] をクリックします。

手順 3 [ 接続の作成 ] タブで [ アナログ モデム（PPP）] をクリックします。

手順 4 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。

手順 5 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

バックアップのネクスト ホッ
プ IP アドレス

このフィールドはオプションです。バックアップ インター
フェイスがアクティブな場合に接続する IP アドレス（ネクス
ト ホップ IP アドレスという）を入力します。

表 5-21 追跡するホスト名または IP アドレスのフィールド

項目 説明
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ケーブル モデム接続の設定 
手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「アナログ モデム接続のリファレンス」では、Cisco CP で表示される画面
について説明します。

アナログ モデム接続のリファレンス

 • アナログ モデムへようこそ

 • IP アドレス：ISDN BRI またはアナログ モデム

 • 認証

 • ダイヤル文字列

 • 要約

アナログ モデムへようこそ

この画面には、アナログ モデム接続を設定する際に実行するタスクが表
示されます。Cisco CP がアナログ モデム接続に対してサポートするエン
コーディングのタイプは PPP だけです。

ケーブル モデム接続の設定
ケーブル モデム接続を設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 [ インターフェイスと接続 ] をクリックします。
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ケーブル モデム接続の設定
手順 3 [ 接続の作成 ] タブで [ ケーブル モデム ] をクリックします。

手順 4 [ 接続の作成 ] をクリックして、ウィザードを開始します。ウィザードの 
[ ようこそ ] 画面に、実行するタスクが表示されます。

手順 5 [ 次へ ] をクリックして次の画面に進み、接続を設定します。

手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「ケーブル モデム接続のリファレンス」では、Cisco CP で表示される画面
について説明します。

ケーブル モデム接続のリファレンス

 • ケーブル モデム接続ウィザードへようこそ

 • インターフェイスの選択

 • 詳細オプション

 • 要約

ケーブル モデム接続ウィザードへようこそ

[ ようこそ ] 画面には、ケーブル モデム接続ウィザードを使用していること
が示されるとともに、ケーブル モデム接続を設定する際に実行するタス
クが表示されます。

[ 次へ ] をクリックして、接続の設定を開始します。

インターフェイスの選択

この画面で設定するケーブル モデム インターフェイスを選択します。選
択したインターフェイスは DHCP クライアントとして設定されます。
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ケーブル モデム接続の設定 
フィールド リファレンス

表 5-23 インターフェイスの選択

項目 説明

WAN 接続のインターフェイ
スを選択してください

設定するケーブル モデム インターフェイスを選択します。

動的 DNS の有効化 WAN インターフェイスの IP アドレスが変更されるたびに 
DNS サーバが自動更新されるようにするには、[ 動的 DNS の
有効化 ] チェック ボックスを選択します。

動的 DNS 動的 DNS 方式を設定するには、[ 動的 DNS] ボタンをクリック
します。詳細については、「動的 DNS 方式の追加 / 編集」を
参照してください。

要約

[ 要約 ] 画面には、ルータに送信する設定が表示されます。Cisco CP では、
ケーブル モデム接続は DHCP クライアントとして設定されます。次の行
は、NAT およびスタティック ルートが設定されていないケーブル モデム
接続を示します。

Selected Interface: Cable Modem 0/1/0
IP Address: Dynamic (DHCP Client)

フィールド リファレンス

表 5-24 要約のボタン

項目 説明

設定後の接続テスト コマンドをルータに配信した後、設定した接続を Cisco CP で
テストする場合は、このチェック ボックスを選択します。
Cisco CP で接続がテストされ、結果が別のウィンドに表示さ
れます。
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ケーブル モデム接続の設定
この設定をルータの実行コンフィギュレーションに保存してウィザードを終了するには

[ 完了 ] をクリックします。設定の変更がルータの実行コンフィギュレー
ションに保存されます。変更はすぐに有効になりますが、ルータの電源を
切ると失われます。

Cisco CP の [ 設定 ] ウィンドウで [ コマンドをルータに配信する前にプレ
ビューする ] チェック ボックスを選択した場合は、[ 配信 ] ウィンドウが表
示されます。このウィンドウで、ルータに配信する CLI コマンドを確認で
きます。
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インターフェイス / 接続の編集

このウィンドウには、ルータのインターフェイスと接続が表示されます。
また、このウィンドウで接続の追加、編集、削除、有効化、および無効化
も行えます。

追加

設定されていない物理インターフェイスを選択して [追加] をクリックする
と、メニューにはそのインターフェイスに接続を追加するためのオプショ
ンが表示されます。新しいループバックまたはトンネル インターフェイ
スを作成するには、[ 追加 ] をクリックします。ルータ上の Cisco IOS イ
メージで仮想テンプレート インターフェイス（VTI）がサポートされる場
合は、コンテキスト メニューに VTI を追加するためのオプションが表示
されます。ルータにスイッチ ポートがある場合は、新しい VLAN を追加
できます。

インターフェイスを再設定する必要がある場合に、[ 追加 ] をクリックして
も [ ループバック ] と [ トンネル ] 以外のオプションが表示されなければ、
インターフェイスを選択して [ 削除 ] をクリックしてください。その種類の
インターフェイスに利用できるすべての接続タイプが [追加] メニューに表
示されます。インターフェイスに利用できる設定については、「使用可能
なインターフェイス設定」をクリックしてください。

編集

インターフェイスを選択して [ 編集 ] をクリックすると、ダイアログ ボッ
クスが表示されます。選択したインターフェイスがサポートされている設
定済みのインターフェイスであり、スイッチ ポートでない場合は、次の
タブが表示されます。
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 • [ 接続 ] タブ

 • [ 関連付け ] タブ

 • [NAT] タブ

 • [ アプリケーション サービス ] タブ

 • [ 全般 ] タブ

選択したインターフェイスがサポートされていない場合は、このダイアロ
グ ボックスに [ 接続 ] タブは表示されません。スイッチ ポートを選択した
場合は、[ スイッチ ポートの編集 ] ダイアログ ボックスが表示されます。
サポートされているが設定されていないインターフェイスを選択した場
合、[ 編集 ] ボタンは無効になります。

削除

接続を選択して [ 削除 ] をクリックすると、この接続の関連付けがダイアロ
グ ボックスに表示され、接続とともに関連付けを削除するかどうかを確
認するメッセージが表示されます。接続だけを削除することも、接続とそ
の関連付けをすべて削除することもできます。

要約

このボタンをクリックすると、接続に関する詳細は表示されず、IP アドレ
ス、タイプ、スロット、ステータス、および説明だけが表示されます。

詳細

このボタンをクリックすると、次に説明する [ インターフェイスの詳細 ] エ
リアが表示されます。インターフェイスの詳細は、デフォルトで表示され
ます。

有効 / 無効

選択したインターフェイスまたは接続が停止している場合は、このボタン
は [ 有効 ] ボタンとして表示されます。[ 有効 ] ボタンをクリックすると、選
択したインターフェイスまたは接続が起動します。選択したインターフェ
イスまたは接続が起動している場合は、このボタンは [ 無効 ] ボタンとして
表示されます。[ 無効 ] ボタンをクリックすると、インターフェイスまたは
接続を管理目的でシャットダウンできます。このボタンは、設定がルータ
に配信されていないインターフェイスに対しては使用できません。
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接続のテスト

選択した接続をテストする場合にクリックします。ダイアログ ボックス
が表示され、この接続を使用して ping を実行するリモート ホストを指定
できます。ping を実行すると、このダイアログ ボックスにテスト結果

（合格または不合格）が表示されます。テストが失敗した場合は、考えら
れる原因と問題の解決手順が表示されます。

インターフェイス リスト

物理インターフェイスと、それらのインターフェイスに設定されている論
理接続が表示されます。

インターフェイス

このカラムには、物理インターフェイスと論理インターフェイスの名前が
表示されます。物理インターフェイスに対して論理インターフェイスが設
定されている場合は、物理インターフェイスの下に論理インターフェイス
が表示されます。

Cisco Router and Security Device Manager（Cisco CP）が Cisco 7000 ファミ
リ ルータ上で実行されている場合は、イーサネット インターフェイスと 
Fast Ethernet インターフェイス上にしか接続を作成できません。

IP アドレス

このカラムには、次のいずれかのタイプの IP アドレスが表示されます。

 • インターフェイスの設定済み IP アドレス。

 • [DHCP クライアント ] ― インターフェイスは、DHCP（Dynamic Host 
Configuration Protocol）サーバから IP アドレスを受け取ります。

 • [ ネゴシエート済み IP アドレス ] ― インターフェイスはリモート デバ
イスとのネゴシエーションによって IP アドレスを受け取ります。

 • [IP アンナンバード ] ― ルータ、および LAN 上のデバイスに対して
サービス プロバイダから提供された IP アドレス プールのうちの 1 つ
が、ルータに使用されます。

 • [ 該当なし ] ― このインターフェイス タイプには IP アドレスを割り当
てることができません。
6-3
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 6 章     インターフェイス / 接続の編集       
タイプ

このカラムには、イーサネット、シリアル、ATM などのインターフェイ
ス タイプが表示されます。

スロット

インターフェイスがインストールされているルータの物理スロットの番号
が表示されます。Cisco CP が Cisco 1710 ルータで実行されている場合、こ
のフィールドは空になります。

ステータス

このカラムには、このインターフェイスが稼働しているか、または停止し
ているかを示すアイコンが表示されます。緑の上向き矢印のアイコンは、
インターフェイスが稼働していることを示します。赤い下向き矢印のアイ
コンは、インターフェイスが停止していることを示します。

説明

このカラムには、この接続に関する説明が表示されます。

インターフェイスの詳細

ウィンドウのこのエリアには、[ インターフェイス リスト ] で選択したイン
ターフェイスの関連付けの詳細と、接続の詳細（該当する場合）が表示さ
れます。関連付けの詳細には、ネットワーク アドレス変換 （NAT）、アク
セス ルール、インスペクション ルール、IPSec ポリシー、Easy VPN 設定
などの情報が含まれます。接続の詳細には、IP アドレス、カプセル化タイ
プ、DHCP オプションなどの情報が含まれます。

項目名

IP アドレス、サブネット マスク、IPSec ポリシーなどの設定項目の名前で
す。このカラムに表示される実際の項目は、選択したインターフェイスの
タイプによって異なります。

項目値

名前付きの項目に値が設定されている場合は、その値がこのカラムに表示
されます。
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接続：IRB のイーサネット 
インターフェイスまたは接続が読み取り専用になる原因

設定済みのインターフェイスまたはサブインターフェイスを Cisco CP で変
更できない場合があります。その原因は多数考えられます。

 • 設定済みのシリアル インターフェイスまたはサブインターフェイスが 
[インターフェイス リスト ] に読み取り専用で表示される原因について
は、ヘルプ トピック「シリアル インターフェイスまたはシリアル サ
ブインターフェイスの設定が読み取り専用になる原因」を参照してく
ださい。

 • 設定済みの ATM インターフェイスまたはサブインターフェイスが [ イ
ンターフェイス リスト ] に読み取り専用で表示される原因については、
ヘルプ トピック「ATM インターフェイスまたは ATM サブインター
フェイスの設定が読み取り専用になる原因」を参照してください。

 • 設定済みのイーサネット LAN または WAN インターフェイスが [ イン
ターフェイス リスト ] に読み取り専用で表示される原因については、
ヘルプ トピック「イーサネット インターフェイスの設定が読み取り専
用になる原因」を参照してください。

 • 設定済みの ISDN BRI インターフェイスが [ インターフェイス リスト ] 
に読み取り専用で表示される原因については、ヘルプ トピック

「ISDN BRI インターフェイスの設定が読み取り専用になる原因」を参
照してください。

接続：IRB のイーサネット
[ 設定 ] リストから [IRB のイーサネット ] を選択した場合、このダイアログ 
ボックスには次のフィールドが表示されます。

現在のブリッジ グループ / 関連付けられている BVI

これらの読み取り専用フィールドには、現在のブリッジ グループの値と、
現在のブリッジ グループの仮想インターフェイス（BVI）名が表示されま
す。
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接続：IRB のイーサネット
新しいブリッジ グループの作成 / 既存のブリッジ グループとの結合

このインターフェイスを新しいブリッジ グループのメンバにするかどう
か、または既存のブリッジ グループに結合するかどうかを選択します。
新しいブリッジ グループを作成する場合は、1 ～ 255 の範囲の数字を入力
します。インターフェイスを既存のブリッジ グループに結合する場合は、
すでにそのグループに属している BVI インターフェイスを選択します。

IP アドレス

IP アドレスおよびサブネット マスクを各フィールドに入力します。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。
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接続：ルーティングのイーサネット
接続：ルーティングのイーサネット
[ 設定 ] リストから [ ルーティングのイーサネット ] を選択した場合、このダ
イアログ ボックスには次のフィールドが表示されます。

IP アドレス

[IP アドレス ] フィールドに IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
このアドレスは、このインターフェイスからのアウトバウンド トラ
フィックの送信元 IP アドレスとなり、このインターフェイスに接続され
ているホストに送信されるトラフィックの宛先 IP アドレスとなります。

DHCP リレー

ルータを DHCP リレーとして使用する場合にクリックします。DHCP リ
レーとして機能するデバイスは、DHCP 要求を DHCP サーバに転送しま
す。デバイスは、IP アドレスのダイナミックな割り当てが必要になると、
DHCP 要求をブロードキャストします。DHCP サーバはこの要求に応じて 
IP アドレスを返信します。サブネットワークごとに、 大 1 台の DHCP リ
レーまたは 1 台の DHCP サーバを配置できます。

注 複数のリモート DHCP サーバの IP アドレスを持つ DHCP リレーとして
ルータを設定した場合、これらのフィールドは無効になります。

リモート DHCP サーバの IP アドレス

LAN 上のデバイスにアドレスを指定する DHCP サーバの IP アドレスを入
力します。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。
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接続：ルーティングのイーサネット
 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

編集 動的 DNS 方式

このウィンドウでは、WAN インターフェイスに関連付ける動的 DNS 方式
を選択できます。

既存の動的 DNS 方式のリストには、各メソッドの名前、および関連付け
られたパラメータが表示されます。リストから方式を選択して [OK] をク
リックすると、この方式が WAN インターフェイスに関連付けられます。

動的 DNS 方式を追加、編集、または削除するには、[ 設定 ] > [ ルータ ] > 
[ ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] の順に選択します。

追加 動的 DNS 方式

このウィンドウでは、動的 DNS 方式を追加できます。方式の種類（HTTP 
または IETF）を選択して、これを設定します。

HTTP

HTTP は、関連付けられたインターフェイスの IP アドレスの変更によっ
て、DNS サービス プロバイダを更新する動的 DNS 方式です。
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接続：ルーティングのイーサネット
サーバ

HTTP を使用する場合、DNS サービス プロバイダのドメイン アドレスを
ドロップダウン メニューから選択します。

ユーザ名

HTTP を使用する場合、DNS サービス プロバイダへのアクセスに使用する
ユーザ名を入力します。

パスワード

HTTP を使用する場合、DNS サービス プロバイダへのアクセスに使用する
パスワードを入力します。

IETF

IETF は、関連付けられたインターフェイスの IP アドレスの変更によって、
DNS サーバを更新する動的 DNS 方式です。

DNS サーバ

IETF を使用する場合に、[ 設定 ] > [ ルータ ] > [DNS] でルータの DNS サーバ
を設定していないときは、DNS サーバの IP アドレスを入力します。

ホスト名

[設定] > [ルータ] > [ルータ オプション] > [編集] > [ホスト] でホスト名を設
定していない場合、または設定済みのホスト名を上書きする場合は、任意
のホスト名を入力します。インターフェイスの IP アドレスの更新時には、
動的 DNS 方式によって、インターフェイスの新しい IP アドレスとともに
このホスト名が送信されます。

ドメイン名

[設定] > [ルータ] > [ルータ オプション] > [編集] > [ドメイン] でドメイン名
を設定していない場合、または設定済みのドメイン名を上書きする場合
は、任意のドメイン名を入力します。インターフェイスの IP アドレスの
更新時には、動的 DNS 方式によって、インターフェイスの新しい IP アド
レスとともにこのドメイン名が送信されます。
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ワイヤレス
ワイヤレス
ルータでワイヤレス インターフェイスを使用している場合、このタブか
らワイヤレス アプリケーションを起動できます。[ ツール ] > [ ワイヤレス 
アプリケーションの起動 ] の順に選択して、[ ツール ] メニューからワイヤ
レス アプリケーションを起動することもできます。

関連付け  
このウィンドウでは、インターフェイスとルールまたは VPN 接続の関連
付けを表示、作成、編集、または削除できます。

インターフェイス

[インターフェイスと接続 ] ウィンドウで選択したインターフェイスの名前
です。

ゾーン

対象のインターフェイスがセキュリティ ゾーンのメンバである場合、そ
のゾーンの名前がこのフィールドに表示されます。対象のインターフェイ
スをセキュリティ ゾーンに追加する場合は、フィールドの右にあるボタ
ンをクリックして [ ゾーンの選択 ] を選択し、表示されるダイアログでゾー
ンを指定します。新しいゾーンを作成する必要がある場合は、[ ゾーンの
作成 ] を選択し、表示されるダイアログにゾーンの名前を入力して、[OK] 
をクリックします。作成したゾーンの名前が [ ゾーン ] フィールドに表示さ
れます。

アクセス ルール

このインターフェイスに関連付けられているアクセス ルールの名前また
は番号です。アクセス ルールを使用すると、指定した IP アドレスやサー
ビスの条件に一致するトラフィックを許可または拒否できます
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関連付け
インバウンド

このインターフェイス上のインバウンド トラフィックに適用されるアク
セス ルールの名前または番号です。ルールを適用する場合は、[...] ボタン
をクリックして既存のルールを選択するか、または新しいルールを作成し
て、そのルールを選択します。

ルールがインターフェイス上のインバウンド トラフィックに適用される
と、トラフィックがルータに到達する前にルールによるフィルタがかけら
れます。ルールが拒否したパケットは廃棄され、別のインターフェイスに
もルーティングされません。インターフェイスのインバウンド方向にルー
ルを適用すると、ルータに接続されている内部ネットワークへのインバウ
ンド トラフィックの到達を防止するだけでなく、ローカル ルータによる
他のネットワークへのインバウンド トラフィックのルーティングを防止
することになります。

アウトバウンド

このインターフェイス上のアウトバウンド トラフィックに適用されるア
クセス ルールの名前または番号です。ルールを適用する場合は、[...] ボタ
ンをクリックして既存のルールを選択するか、または新しいルールを作成
して、そのルールを選択します。

ルールがインターフェイス上のアウトバウンド トラフィックに適用され
ると、トラフィックがルータに到達してルータから出る前に、ルールによ
るフィルタがかけられます。ルールが拒否したパケットは、インターフェ
イスから出る前に廃棄されます。

インスペクション ルール

このインターフェイスに関連付けられるインスペクション ルールの名前
です。インスペクション ルールを使用すると、ファイアウォールに一時
的なホールが作成されます。これにより、ファイアウォール内部で特定タ
イプのセッションを開始したホストは、同じタイプのリターン トラ
フィックを受信できるようになります。

インバウンド

このインターフェイス上のインバウンド トラフィックに適用されるイン
スペクション ルールの名前または番号です。インバウンド ルールを適用
するには、[ インバウンド ] ドロップダウン メニューをクリックして、任意
のルールを選択します。
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関連付け
アウトバウンド

このインターフェイス上のアウトバウンド トラフィックに適用されるイ
ンスペクション ルールの名前または番号です。アウトバウンド ルールを
適用するには、[ アウトバウンド ] ドロップダウン メニューをクリックし
て、任意のルールを選択します。

VPN

VPN は、組織によって制御されていない回線上で転送されるトラフィッ
クを保護します。選択したインターフェイスに IPSec ポリシーを関連付け
ることによって、そのインターフェイスを VPN で使用できます。

IPSec ポリシー

このインターフェイスに関連付けられる設定済みの IPSec ポリシーです。
インターフェイスに IPSec ポリシーを関連付けるには、リストからポリ
シーを選択します。

注 1 つのインターフェイスに関連付けられる IPSec ポリシーは 1 つだけです。

注 GRE over IPSec トンネルを作成するには、まずトンネル インターフェイス
にポリシーを関連付けます。次に、そのポリシーをトンネルの送信元イン
ターフェイスに関連付ける必要があります。たとえば、送信元インター
フェイスが Serial0/0 である Tunnel3 にポリシーを関連付けるには、まず 
[ インターフェイスと接続 ] ウィンドウで Tunnel3 を選択して [ 編集 ] をク
リックし、Tunnel3 にポリシーを関連付けて [OK] をクリックします。次
に、Serial0/0 インターフェイスを選択して、同じポリシーを関連付けま
す。

EzVPN
インターフェイスが Easy VPN 接続で使用される場合、その接続の名前が
ここに表示されます。

注 インターフェイスは、VPN（仮想プライベート ネットワーク）接続と 
Easy VPN 接続の両方で使用することはできません。
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NAT
関連付けの変更

インターフェイスの関連付けプロパティを変更すると、その変更内容は 
[ インターフェイス / 接続の編集 ] ウィンドウの下の部分に反映されます。
たとえば、インターフェイスに IPSec ポリシーを関連付けると、その 
IPSec ポリシーの名前がウィンドウの下の部分に表示されます。関連付け
を削除すると、[ 項目値 ] カラム内の値が < なし > に変わります。

NAT 
このインターフェイスを NAT 設定で使用する場合は、内部インターフェ
イスまたは外部インターフェイスとして指定する必要があります。NAT を
適用するトラフィックの方向を選択します。インターフェイスをルータの 
LAN に接続する場合は、[ 内部 ] を選択します。インターフェイスをイン
ターネットまたは組織の WAN に接続する場合は、[ 外部 ] を選択します。
NAT 設定で使用できないインターフェイス（論理インターフェイスなど）
を選択した場合、このフィールドは無効になり、「サポート外」という値
が表示されます。

スイッチ ポートの編集
このウィンドウでは、イーサネット スイッチ ポートの VLAN 情報を編集
できます。

モード グループ

このイーサネット スイッチ ポートを介して伝送する VLAN 情報のタイプ
を選択します。[ アクセス ] を選択すると、スイッチ ポートは特定の VLAN 
番号宛てのデータだけを転送します。[ トランク ] を選択すると、スイッチ 
ポートはその VLAN データ自体を含むすべての VLAN 宛てのデータを転
送します。[ トランク ] は、複数の VLAN 内のデバイスに接続する他のネッ
トワーク デバイス（別のスイッチなど）に接続される「トランク」VLAN 
ポートに対してのみ選択してください。
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スイッチ ポートの編集
VLAN

VLAN にスイッチ ポートを割り当てるには、このスイッチ ポートを配置
する VLAN の番号を入力します。スイッチ ポートにまだ VLAN が割り当
てられていない場合、このフィールドには、デフォルト値である VLAN 1 
が表示されます。VLAN ID に対応する新しい VLAN インターフェイスを
作成するには、その VLAN ID をこのフィールドに入力して、[VLAN をイ
ンターフェイス リストに表示する ] チェック ボックスを選択します。

VLAN をインターフェイス リスト チェック ボックスに表示する

[VLAN] フィールドで指定した VLAN ID を持つ新しい VLAN を作成する
場合に選択します。

スタック パートナー

スタック パートナーとして使用するスイッチ モジュールを選択します。
デバイスに複数のスイッチ モジュールが搭載されている場合は、これら
のモジュールを他のスタック パートナーより先にスタックする必要があ
ります。

ブリッジ グループ番号

このスイッチ ポートで、ワイヤレス ネットワークとのブリッジの一部を
設定する場合は、既存のブリッジ グループの番号を入力します。

速度

スイッチ ポートの接続先のネットワークに一致する速度を選択します。
または、[auto] を選択して、速度が自動的に 適値に設定されることを許
可します。

duplex

[full]、[half]、または [auto] を選択して、スイッチ ポートの接続先のネッ
トワークに一致するように、自動的に二重転送を設定することを許可しま
す。

[ 速度 ] が [auto] に設定されている場合、[duplex] は無効になっています。
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アプリケーション サービス 
インライン パワー

スイッチ ポートでインライン パワー供給がサポートされている場合には、
[ インライン パワー ] ドロップダウン リストが表示されます。次のいずれ
かの値を選択します。

 • [auto] ― 自動的にインライン デバイスを検出して電力を供給します。

 • [never] ― インライン パワーを使用しません。

アプリケーション サービス
このウィンドウでは、QoS ポリシー、およびアプリケーションとプロトコ
ルの監視を、選択したインターフェイスに関連付けることができます。

QoS

QoS ポリシーをインバウンド方向でインターフェイスに関連付けるには、
［インバウンド］ ドロップダウン メニューから QoS ポリシーを選択します。

QoS ポリシーをアウトバウンド方向でインターフェイスに関連付けるに
は、［アウトバウンド］ ドロップダウン メニューから QoS ポリシー を選択
します。

インターフェイスの QoS 統計情報は、[ 監視 ] > [ ルータ ] > [QoS ステータ
ス ] の順に選択することにより監視できます。

Netflow

Netflow 統計をインバウンド方向でインターフェイスに関連付けるには、
［インバウンド］ チェック ボックスを選択します。

Netflow 統計をアウトバウンド方向でインターフェイスに関連付けるには、
［アウトバウンド］ チェック ボックスを選択します。

インターフェイスの Netflow 統計情報は、[ 監視 ] > [ ルータ ] > [ インター
フェイス ステータス ] の順に選択することにより監視できます。Netflow 
の上位トーカーと上位プロトコルは、[監視 ] > [ ルータ ] > [トラフィック ス
テータス ] > [ 上位 N トラフィック フロー] の順に選択することにより監視
できます。
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全般
NBAR

Network-Based Application Recognition（NBAR）をインターフェイスに関
連付けるには、[NBAR プロトコル ] チェック ボックスを選択します。

インターフェイスの NBAR 統計情報は、[監視 ] > [ルータ ] > [トラフィック 
ステータス ] > [ アプリケーション / プロトコル トラフィック ] の順に選択
することにより監視できます。

全般
このウィンドウには、全般のセキュリティ設定が表示されます。設定の名
前や説明の横にあるチェック ボックスを選択または選択解除することに
よって、その設定を有効または無効にできます。セキュリティ監査機能に
よって無効にされた特定のプロパティを再度有効にする必要がある場合
は、このウィンドウで有効にできます。このウィンドウには次のプロパ
ティが表示されます。

説明

このフィールドには、インターフェイス設定についての簡単な説明を入力
できます。入力した説明は、[ インターフェイス / 接続の編集 ] ウィンドウ
に表示されます。たとえば、「Accounting」、「Test Net 5」といった説明を
入力しておくと、他の Cisco CP ユーザが設定の目的を把握しやすくなりま
す。

IP ダイレクト ブロードキャスト

IP ダイレクト ブロードキャストは、送信側のマシンが直接接続していな
いサブネットのブロードキャスト アドレスに送信されるデータグラムで
す。ダイレクト ブロードキャストは、送信先サブネットに到達するまで
ユニキャスト パケットとして伝送され、送信先サブネットでリンク層ブ
ロードキャストに変換されます。IP のアドレス指定アーキテクチャの性質
により、ダイレクト ブロードキャストを 終的に識別できるのは、
チェーン内の 後のルータ、つまり送信先サブネットに直接接続されてい
るルータだけです。ダイレクト ブロードキャストが正当な目的で使用さ
れる場合もありますが、そのような使用法は金融サービス業界以外では一
般的ではありません。
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全般
IP ダイレクト ブロードキャストは、よく知られている「smurf」という
サービス拒否攻撃で悪用され、他の同じような攻撃でも悪用される場合が
あります。「smurf」攻撃では、攻撃者が偽装された送信元アドレスからダ
イレクト ブロードキャスト アドレスに ICMP エコー要求を送信します。
その結果、送信先サブネット上のすべてのホストが偽装された送信元アド
レスに応答を送信します。このような要求を連続的に送信することによっ
て、攻撃者は大量の応答を生成し、アドレスが偽装されたホストを完全な
過負荷状態にすることができます。

IP ダイレクト ブロードキャストを無効にすると、そのインターフェイス
でリンク層ブロードキャストに大量に変換されるはずのダイレクト ブ
ロードキャストが廃棄されます。

IP プロキシ ARP

ARP は、IP アドレスを MAC アドレスに変換するために使用されます。通
常、ARP は単一の LAN に限定され、ルータは ARP 要求のためのプロキシ
として機能できます。これにより、複数の LAN セグメントにまたがって 
ARP 要求を送信できるようになります。ただし、これは LAN というセ
キュリティ防護壁を破ることになるため、プロキシ ARP は同じセキュリ
ティ レベルを持つ 2 つの LAN 間のみに限定して、必要な場合に限って使
用してください。

IP ルート キャッシュフロー

このオプションを選択すると、Cisco ISO NetFlow 機能が有効になります。
NetFlow では、ルータ上のパケット分布、プロトコル分布、およびデータ
の現在のフローを確認できます。これらのデータは、偽装 IP アドレス攻
撃の送信元を検索する場合など、特定の用途で役立ちます。

注 [IP ルート キャッシュフロー ] オプションは、インバウンド トラフィック
と アウトバウンド トラフィックの両方で Netflow を有効にします。インバ
ウンド トラフィックまたはアウトバウンド トラフィックのいずれかで 
Netflow を有効にするには、[ アプリケーション サービス ] タブで利用でき
る [Netflow] オプションを使用します。
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イーサネット設定タイプの選択
IP リダイレクト

ICMP リダイレクト メッセージはエンド ノードに対し、特定の宛先までの
パスの一部として、特定のルータを使用するように指示します。正常に機
能している IP ネットワークでは、ルータはローカル サブネット上のホス
トだけにリダイレクトを送信し、エンド ノードはリダイレクトを送信し
ません。また、リダイレクトが複数のネットワーク ホップを経由して転
送されることもありません。しかし、攻撃者はこうしたルールを無視する
可能性があります。ICMP リダイレクトを無効にすると、ネットワークに
悪影響を与えることなく、リダイレクト攻撃を排除できます。

IP マスク応答

ICMP マスク応答メッセージは、ネットワーク デバイスがインターネット
ワーク内の特定のサブネットワークのサブネット マスクを認識する必要
がある場合に送信されます。このメッセージは、必要な情報を持っている
デバイスによって、情報を要求したデバイスに送信されます。これらの
メッセージは、ネットワーク マッピング情報を取得するために攻撃者に
悪用される可能性があります。

IP アンリーチャブル

ICMP ホストのアンリーチャブル メッセージは、ルータが、不明なプロト
コルを使用する非ブロードキャスト パケットを受信した場合、または宛
先アドレスまでのルートがないために 終的な宛先に配信できないパケッ
トを受信した場合に送信されます。これらのメッセージは、ネットワーク 
マッピング情報を取得するために攻撃者に悪用される可能性があります。

イーサネット設定タイプの選択
このウィンドウは、[ インターフェイスと接続 ] ウィンドウでインターフェ
イスをクリックし、そのインターフェイスが LAN インターフェイスとし
て設定されているか、または WAN インターフェイスとして設定されてい
るかを Cisco CP が判断できない場合に表示されます。Cisco CP を使用して
インターフェイスを設定する場合は、それを内部インターフェイスか外部
インターフェイスのどちらにするかを指定します。Cisco CP はその指定に
基づいてコンフィギュレーション ファイルにコメントを追加します。CLI
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接続：VLAN
（コマンドライン インターフェイス）を使用してインターフェイスを設定
した場合は、設定にこのコメントが追加されません。したがって、Cisco 
CP にはこの情報がわかりません。

インターフェイスを LAN インターフェイスとして指定するには

[LAN] をクリックしてから [OK] をクリックします。Cisco CP によって、
インターフェイス設定に $ETH-LAN$ というコメント行が追加されます。
インターフェイスは LAN ウィザードのウィンドウに表示され、[ インター
フェイスと接続 ] ウィンドウでは内部インターフェイスとして表示されま
す。

インターフェイスを WAN インターフェイスとして指定するには

[WAN] をクリックしてから [OK] をクリックします。Cisco CP によって、
インターフェイス設定に $ETH-WAN$ というコメント行が追加されます。
インターフェイスは WAN ウィザードのウィンドウに表示され、[ インター
フェイスと接続 ] ウィンドウでは外部インターフェイスとして表示されま
す。

接続：VLAN
このウィンドウでは、VLAN インターフェイスを設定できます。

VLAN ID

新しい VLAN インターフェイスの ID 番号を入力します。VLAN インター
フェイスを編集中の場合は、VLAN ID は変更できません。

[ ネイティブ VLAN] チェック ボックス

この VLAN がトランク VLAN ではない場合に選択します。
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サブインターフェイス リスト
IP アドレス フィールド

IP アドレスのタイプ

この VLAN インターフェイスにスタティック IP アドレスを指定するか、
または IP アドレスを指定しないかを選択します。このフィールドは、[ 設
定 ] フィールドで [VLAN のみ ] が選択されている場合に表示されます。

IP アドレス

VLAN インターフェイスの IP アドレスを入力します。

サブネット マスク

VLAN インターフェイスのサブネット マスクを入力するか、またはスク
ロール フィールドを使用してサブネット ビット数を指定します。

DHCP リレー

詳細については、「DHCP リレー」を参照してください。

サブインターフェイス リスト
このウィンドウには、選択したインターフェイスに対して設定されたサブ
インターフェイスが表示されます。ここでは、設定済みのサブインター
フェイスを追加、編集、および削除できます。このウィンドウでは設定済
みの各サブインターフェイスに対し、サブインターフェイス ID、VLAN 
ID、IP アドレスとマスク、および説明（あらかじめ入力した場合）が表
示されます。たとえば、ルータに FastEthernet 1 というインターフェイス
があり、サブインターフェイス FastEthernet1.3 および FastEthernet1.5 が設
定されている場合は、このウィンドウには次のように表示されます。

5 56 56.8.1.1/255.255.255.0
3 67 Bridge No. 77

この例では、FastEthernet1.5 はルーティング用に設定され、FastEthernet1.3 
は IRB 用に設定されています。
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BVI インターフェイスの追加 / 編集 
注 このウィンドウを表示するには、サブインターフェイスが設定されている
物理インターフェイスを選択する必要があります。上記の例の場合は、こ
のウィンドウを表示するには FastEthernet 1 を選択する必要があります。
FastEthernet1.3 または FastEthernet1.5 を選択して [編集] をクリックすると、
このインターフェイスの情報が表示された編集ダイアログが開きます。

追加 / 編集 / 削除ボタン

これらの各ボタンを使用すると、選択した物理インターフェイスのサブイ
ンターフェイスを設定、編集、および削除できます。

BVI インターフェイスの追加 / 編集
このウィンドウでは、ブリッジ グループ仮想インターフェイス（BVI）を
追加または編集します。ルータで Dot11Radio インターフェイスを使用し
ている場合、新しいブリッジ グループを作成すると、BVI が自動的に作成
されます。それによって、IRB ブリッジがサポートされます。このウィン
ドウで IP アドレスとサブネット マスクを変更できます。

IP アドレス / サブネット マスク

BVI に指定する IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

ループバックインターフェイスの追加 / 編集
このウィンドウでは、選択したインターフェイスにループバック イン
ターフェイスを追加できます。

IP アドレス

ループバック インターフェイスにスタティック IP アドレスを指定するか、
または IP アドレスを指定しないかを選択します。
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接続：仮想テンプレートインターフェイス
スタティック IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ] を選択した場合は、このフィールドに IP アド
レスを入力します。

サブネット マスク

このフィールドにサブネット マスクを入力するか、または右側のフィー
ルドからサブネット ビット数を選択します。サブネット マスクでは、IP 
アドレスのどのビットを使用してネットワーク アドレスとホスト アドレ
スを指定するかをルータに指示できます。

接続：仮想テンプレートインターフェイス
VTI は、802.1x または VPN 設定の一部として追加または編集できます。
VTI の編集時は、[ 接続 ] タブに編集可能なフィールドが表示されます。

インターフェイス タイプ

[デフォルト ] または [トンネル ] を選択します。[トンネル ] を選択した場合
は、トンネル モードも選択する必要があります。

IP アドレス 

[ アンナンバード ] を選択します。VTI では、[ アンナンバード ] フィールド
で選択した物理インターフェイスの IP アドレスが使用されます。

アンナンバード

このフィールドは、[IP アドレス ] フィールドで [ アンナンバード ] を選択し
た場合に表示されます。対象の VTI で使用する IP アドレスを持つイン
ターフェイスを選択します。

トンネル モード

[IPSec-IPv4] を選択します。
6-22
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 6 章     インターフェイス / 接続の編集

接続：イーサネット LAN 
接続：イーサネット LAN   
このウィンドウでは、LAN インターフェイスとして使用するイーサネッ
ト インターフェイスの IP アドレスと DHCP のプロパティを設定します。

IP アドレス

このインターフェイスの IP アドレスを入力します。この IP アドレスにつ
いては、サービス プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してくだ
さい。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してく
ださい。

サブネット マスク

サブネット マスクを入力します。この値については、ネットワーク管理
者に確認してください。サブネット マスクを指定すると、IP アドレスの
うち、ネットワーク部およびサブネット部を定義するために何ビットが使
用されているかをルータが判断できるようになります。

DHCP リレー

ルータを DHCP リレーとして使用する場合にクリックします。DHCP リ
レーとして機能するデバイスは、DHCP 要求を DHCP サーバに転送しま
す。デバイスは、IP アドレスのダイナミックな割り当てが必要になると、
DHCP 要求をブロードキャストします。DHCP サーバはこの要求に応じて 
IP アドレスを返信します。サブネットワークごとに、 大 1 台の DHCP リ
レーまたは 1 台の DHCP サーバを配置できます。

注 複数のリモート DHCP サーバの IP アドレスを持つ DHCP リレーとして
ルータを設定した場合、このボタンは無効になります。

リモート DHCP サーバの IP アドレス

[DHCP リレー ] をクリックした場合は、LAN 上のデバイスにアドレスを割
り当てる DHCP サーバの IP アドレスを入力します。
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接続：イーサネット WAN
接続：イーサネット WAN 
このウィンドウでは、イーサネット WAN 接続を追加できます。

PPPoE カプセル化を有効にする

接続で Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）カプセル化を使用す
る必要がある場合は、このオプションをクリックします。接続で PPPoE 
を使用するかどうかについては、サービス プロバイダに確認してくださ
い。PPPoE 接続を設定すると、ダイヤラ インターフェイスが自動的に作
成されます。

IP アドレス

次のいずれかの IP アドレス タイプを選択し、表示されるフィールドに情
報を入力します。イーサネット接続で PPPoE を使用しない場合は、[ スタ
ティック IP アドレス ] オプションと [ダイナミック ] オプションのみが表示
されます。

スタティック IP アドレス

このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット マスクまた
はネットワーク ビットをフィールドに入力します。詳細については、「IP 
アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

ダイナミック（DHCP クライアント）

このオプションを選択すると、ルータはリモート DHCP サーバから IP ア
ドレスをリースします。アドレスをリースする DHCP サーバの名前を入力
します。

IP アンナンバード

別のインターフェイスにすでに割り当てられている IP アドレスを共有す
る場合は、このオプションを選択します。次に、このインターフェイスが 
IP アドレスを共有するインターフェイスを選択します。

Easy IP（ネゴシエート済みの IP）
ルータで PPP/IPCP（ポイントツーポイント プロトコル /IP 制御プロトコ
ル）のアドレス ネゴシエーションによって IP アドレスを取得する場合は、
このオプションを選択します。
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接続：イーサネット プロパティ 
認証

CHAP/PAP 認証のパスワード情報を入力する場合にクリックします。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

接続：イーサネット プロパティ
このウィンドウでは、イーサネット WAN 回線のプロパティを設定できま
す。
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接続：イーサネット プロパティ
PPPoE カプセル化を有効にする

PPPoE カプセル化の使用がサービス プロバイダから要求される場合は、
[PPPoE カプセル化を有効にする ] をクリックします。PPPoE は、PPPoE カ
プセル化を指定します。

IP アドレス

スタティック IP アドレス

PPPoE カプセル化を使用する場合もカプセル化を使用しない場合も選択で
きます。このオプションを選択する場合は、IP アドレスとサブネット マ
スクまたはネットワーク ビットをフィールドに入力します。詳細につい
ては、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

ダイナミック（DHCP クライアント）

PPPoE カプセル化を使用する場合もカプセル化を使用しない場合も選択で
きます。このオプションを選択すると、ルータはリモート DHCP サーバか
ら IP アドレスをリースします。アドレスの割り当てを行う DHCP サーバ
の名前を入力します。

IP アンナンバード

PPPoE カプセル化を使用する場合に選択できます。別のインターフェイス
にすでに割り当てられている IP アドレスを共有する場合は、このオプ
ションを選択します。次に、このインターフェイスが IP アドレスを共有
するインターフェイスを選択します。

Easy IP（ネゴシエート済みの IP）
PPPoE カプセル化を使用する場合に選択できます。ルータで PPP/IPCP ア
ドレス ネゴシエーションによって IP アドレスを取得する場合は、[Easy IP

（ネゴシエート済みの IP）] を選択します。

認証

CHAP/PAP 認証のパスワード情報を入力する場合にクリックします。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。
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接続：カプセル化を使用しないイーサネット接続
注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

接続：カプセル化を使用しないイーサネット
接続

このウィンドウでは、カプセル化を使用しないイーサネット接続を設定し
ます。

IP アドレス

ルータがこのリンク用の IP アドレスを取得する方法を選択します。

 • [ スタティック IP アドレス ] ― このオプションを選択する場合は、IP 
アドレスとサブネット マスクまたはネットワーク ビットを各フィール
ドに入力します。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」
を参照してください。
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接続：カプセル化を使用しないイーサネット接続
 • [ ダイナミック IP アドレス ] ― このオプションを選択すると、ルータは
リモート DHCP サーバから IP アドレスをリースします。DHCP サーバ
の名前または IP アドレスを入力します。

ホスト名

サービス プロバイダがダイナミック IP アドレスを含む DHCP 応答にルー
タのホスト名を挿入している場合は、その名前を情報としてこのフィール
ドに入力できます。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。
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接続：ADSL
接続：ADSL 
このウィンドウでは、ADSL 接続でサポートされている PPPoE リンクのプ
ロパティを指定または編集できます。

カプセル化

このリンクで使用するカプセル化のタイプを選択します。

 • [PPPoE] を選択すると、イーサネットを介した PPP（ポイントツーポ
イント プロトコル）のカプセル化を指定します。

 • [PPPoA] を選択すると、ATM を介した PPP（ポイントツーポイント プ
ロトコル）のカプセル化を指定します。

 • [RFC 1483 ルーティング (AAL5 SNAP)] を選択すると、各 PVC はそれ
ぞれ複数のプロトコルを伝送できます。

 • [RFC 1483 ルーティング (AAL5 MUX)] を選択すると、各 PVC は 1 つ
のプロトコル タイプのみ伝送できます。

接続を編集する場合、カプセル化タイプは表示されますが、編集できませ
ん。カプセル化タイプを変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、
必要なカプセル化タイプを指定して再度作成します。

これらのカプセル化タイプの詳細については、「カプセル化タイプの自動
検出」を参照してください。

仮想パス識別子

仮想パス識別子（VPI）は、ATM スイッチングとルーティングにおいて、
多数の接続で使用されるパスを識別するために使用されます。サービス 
プロバイダから割り当てられた VPI 値をここに入力します。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になります。この値を
変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、必要な値を指定して再度
作成します。

仮想回線識別子

仮想回線識別子（VCI）は ATM スイッチングとルーティングにおいて、
他の接続と共有するパス内の特定の接続を識別するために使用されます。
サービス プロバイダから割り当てられた VCI 値をここに入力します。
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接続：ADSL
既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になります。この値を
変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、必要な値を指定して再度
作成します。

IP アドレス

ルータがこのリンク用の IP アドレスを取得する方法を選択します。

 • [ スタティック IP アドレス ] ― このオプションを選択する場合は、IP 
アドレスとサブネット マスクまたはネットワーク ビットを各フィール
ドに入力します。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」
を参照してください。

 • [ ダイナミック IP アドレス ] ― このオプションを選択すると、ルータは
リモート DHCP サーバから IP アドレスをリースします。DHCP サーバ
の名前または IP アドレスを入力します。

 • [アンナンバード IP アドレス] ― 別のインターフェイスにすでに割り当
てられている IP アドレスを共有する場合は、このオプションを選択し
ます。次に、このインターフェイスが IP アドレスを共有するインター
フェイスを選択します。

 • [ ネゴシエート済みの IP] ― PPP/IPCP（IP 制御プロトコル）のアドレ
ス ネゴシエーションによって IP アドレスを取得する場合は、このオ
プションを選択します。

ホスト名

サービス プロバイダから DHCP オプション 12 のホスト名が提供されてい
る場合は、そのホスト名をここに入力します。

動作モード

次のいずれかの値を選択します。

 • [auto] ― 中央オフィスにあるデジタル加入者線アクセス マルチプレク
サ（DSLAM）との自動ネゴシエーション後に、Asymmetric Digital 
Subscriber Line（ADSL; 非対称デジタル加入者回線）を設定します。

 • [ansi-dmt] ― ANSI T1.413 Issue 2 モードで調整するように ADSL 回線
を設定します。

 • [itu-dmt] ― ADSL 回線を ITU G.992.1 モードで調整するように設定しま
す。
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接続：ADSL
 • [adls2] ― ADSL 回線を ITU G.992.3 モードで調整するように設定しま
す。このモードは、HWIC-ADSL-B/ST、HWIC-ADSLI-B/ST、
HWIC-1ADSL、および HWIC-1ADSLI ADSL ネットワーク モジュール
で使用できます。

 • [adsl2+] ― ADSL 回線を ITU G.992.4 モードで調整するように設定しま
す。このモードは、HWIC-ADSL-B/ST、HWIC-ADSLI-B/ST、
HWIC-1ADSL、および HWIC-1ADSLI ADSL ネットワーク モジュール
で使用できます。

 • [splitterless] ― ADSL 回線を G.Lite モードで調整するように設定しま
す。このモードは、WIC-1ADSL などの古い ADSL ネットワーク モ
ジュールで使用できます。

認証

CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。
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接続：ADSL over ISDN
関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

マルチリンク PPP を有効にする

このインターフェイスで Multilink Point-to-Point Protocol（MLP）を有効に
する場合はこのチェック ボックスを選択します。MLP では、負荷分散機
能、パケットのフラグメンテーション、Bandwidth On Demand、およびそ
の他の機能を使用することにより、複数の WAN 接続を持つネットワーク
のパフォーマンスが向上します。

接続：ADSL over ISDN
このウィンドウでは、ADSL over ISDN 接続を追加または編集します。

カプセル化

このリンクで使用するカプセル化のタイプを選択します。

 • [PPPoE] を選択すると、イーサネットを介した PPP（ポイントツーポ
イント プロトコル）のカプセル化を指定します。

 • [RFC 1483 ルーティング (AAL5 SNAP)] を選択すると、各 PVC で複数
のプロトコルを伝送できます。

 • [RFC 1483 ルーティング (AAL5 MUX)] を選択すると、各 PVC で 1 つ
のプロトコル タイプのみ伝送できます。

接続を編集する場合、カプセル化タイプは表示されますが、編集できませ
ん。カプセル化タイプを変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、
必要なカプセル化タイプを指定して再度作成します。

仮想パス識別子

仮想パス識別子（VPI）は、ATM スイッチングとルーティングにおいて、
多数の接続で使用されるパスを識別するために使用されます。この値につ
いては、サービス プロバイダに確認してください。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になります。この値を
変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、必要な値を指定して再度
作成します。
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接続：ADSL over ISDN  
仮想回線識別子

仮想回線識別子（VCI）は ATM スイッチングとルーティングにおいて、
他の接続と共有するパス内の特定の接続を識別するために使用されます。
この値については、サービス プロバイダに確認してください。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になります。この値を
変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、必要な値を指定して再度
作成します。

IP アドレス

ルータがこのリンク用の IP アドレスを取得する方法を選択します。

 • [ スタティック IP アドレス ] ― このオプションを選択する場合は、IP 
アドレスとサブネット マスクまたはネットワーク ビットを各フィール
ドに入力します。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」
を参照してください。

 • [ ダイナミック IP アドレス ] ― このオプションを選択すると、ルータは
リモート DHCP サーバから IP アドレスをリースします。DHCP サーバ
の名前または IP アドレスを入力します。

 • [アンナンバード IP アドレス] ― 別のインターフェイスにすでに割り当
てられている IP アドレスを共有する場合は、このオプションを選択し
ます。次に、このインターフェイスが IP アドレスを共有するインター
フェイスを選択します。

 • [ ネゴシエート済みの IP] ― PPP/IPCP（IP 制御プロトコル）のアドレ
ス ネゴシエーションによって IP アドレスを取得する場合は、このオ
プションを選択します。

動作モード

ADSL 回線が調整時に使用するモードを選択します。

注 ルータ上で実行されている Cisco IOS リリースが次の 5 つの動作モードの
すべてをサポートしていない場合は、そのリリースでサポートされている
動作モードのオプションのみが表示されます。

 • [annexb] ― ITU-T G.992.1 の標準 Annex-B モード

 • [annexb-ur2] ― ITU-T G.992.1 の Annex-B モード
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接続：ADSL over ISDN
 • [auto] ― 中央オフィスにあるデジタル加入者線アクセス マルチプレク
サ（DSLAM）との自動ネゴシエーション後に、非対称デジタル加入
者回線（ADSL）を設定します。

 • [etsi] ― ETSI（European Telecommunications Standards Institute）モード

 • [ マルチモード ] ― DSL（デジタル加入者線）上の 適な動作条件を満
たすモードがファームウェアによって選択されます。 終的なモード
は、現在の DSLAM 設定によって、ETSI モードまたは標準 Annex-B 
モードのどちらかになります。

認証

CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。
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接続：G.SHDSL
マルチリンク PPP を有効にする

このインターフェイスで Multilink Point-to-Point Protocol（MLP）を有効に
する場合はこのチェック ボックスを選択します。MLP では、負荷分散機
能、パケットのフラグメンテーション、Bandwidth On Demand、およびそ
の他の機能を使用することにより、複数の WAN 接続を持つネットワーク
のパフォーマンスが向上します。

接続：G.SHDSL 
このウィンドウでは、G.SHDSL 接続を作成または編集できます。

注 設定している接続が DSL コントローラを使用する場合は、[ 設備の種類 ] 
および [ 動作モード ] フィールドはダイアログに表示されません。

カプセル化

このリンクで使用するカプセル化のタイプを選択します。

 • [PPPoE] を選択すると、イーサネットを介した PPP（ポイントツーポ
イント プロトコル）のカプセル化を指定します。

 • [PPPoA] を選択すると、ATM を介した PPP（ポイントツーポイント プ
ロトコル）のカプセル化を指定します。

 • [RFC 1483 ルーティング (AAL5 SNAP)] を選択すると、各 PVC で複数
のプロトコルを伝送できます。

 • [RFC 1483 ルーティング (AAL5 MUX)] を選択すると、各 PVC で 1 つ
のプロトコル タイプのみ伝送できます。

接続を編集する場合、カプセル化タイプは表示されますが、編集できませ
ん。カプセル化タイプを変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、
必要なカプセル化タイプを指定して再度作成します。

これらのカプセル化タイプの詳細については、「カプセル化タイプの自動
検出」を参照してください。
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接続：G.SHDSL
仮想パス識別子

仮想パス識別子（VPI）は、ATM スイッチングとルーティングにおいて、
多数の接続で使用されるパスを識別するために使用されます。この値につ
いては、サービス プロバイダに確認してください。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になります。この値を
変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、必要な値を指定して再度
作成します。

仮想回線識別子

仮想回線識別子（VCI）は ATM スイッチングとルーティングにおいて、
他の接続と共有するパス内の特定の接続を識別するために使用されます。
この値については、サービス プロバイダに確認してください。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になります。この値を
変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、必要な値を指定して再度
作成します。

IP アドレス

ルータがこのリンク用の IP アドレスを取得する方法を選択します。この
エリアに表示されるフィールドは、選択したカプセル化タイプによって異
なります。ルータによる IP アドレスの取得方法については、サービス プ
ロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。

スタティック IP アドレス 
このオプションを選択する場合は、インターフェイスの IP アドレスとサ
ブネット マスクまたはネットワーク ビットを入力します。この情報につ
いては、サービス プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してくだ
さい。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してく
ださい。

ダイナミック IP アドレス

このオプションを選択すると、インターフェイスはネットワーク上の 
DHCP サーバから IP アドレスを取得します。DHCP サーバは、DHCP オプ
ション 12 を使用している場合は、ルータのホスト名とその IP アドレスを
送信します。送信されたホスト名については、サービス プロバイダまた
はネットワーク管理者に確認してください。
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接続：G.SHDSL
IP アンナンバード

インターフェイスでルータ上のイーサネット インターフェイスと IP アド
レスを共有する場合は、このオプションを選択します。このオプションを
選択する場合は、IP アドレスを共有するイーサネット インターフェイス
をドロップ ダウン リストから選択する必要があります。

中央オフィス内のリモート接続用の IP アドレス

このリンクの接続先ゲートウェイ システムの IP アドレスを入力します。
この IP アドレスは、サービス プロバイダまたはネットワーク管理者から
提供されます。ゲートウェイとは、ルータがインターネットまたは組織の 
WAN にアクセスするために接続する必要があるシステムです。

設備の種類

次のいずれかの値を選択します。

CPE
顧客宅内機器。カプセル化タイプが PPPoE の場合、CPE が自動的に選択
され、このフィールドは無効になります。

CO
中央オフィス

動作モード

次のいずれかの値を選択します。

Annex A（米国のシグナリング）

北米に適した動作パラメータを設定します。

Annex B（ヨーロッパのシグナリング）

ヨーロッパに適した動作パラメータを設定します。
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接続：G.SHDSL
マルチリンク PPP を有効にする

このインターフェイスで Multilink Point-to-Point Protocol（MLP）を有効に
する場合はこのチェック ボックスを選択します。MLP では、負荷分散機
能、パケットのフラグメンテーション、Bandwidth On Demand、およびそ
の他の機能を使用することにより、複数の WAN 接続を持つネットワーク
のパフォーマンスが向上します。

認証

CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。
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接続：ケーブル モデム 
接続：ケーブル モデム
このダイアログでは、ケーブル モデム サービス モジュールのデフォルト 
IP アドレスを変更します。

フィールドの説明

表 6-1 ケーブル モデム

項目 説明

既定のサービス モジュールの IP アドレスを変更

チェック ボックス このサービス モジュールのデフォルト IP アドレスを変更する
場合は、[ 既定のサービス モジュールの IP アドレスを変更 ] 
チェック ボックスを選択します。

IP アドレス IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記で入力します。
たとえば、192.168.4.5 などです。

サブネット マスク サブネット マスクを 10 進表記で入力します。また、サブ
ネット マスクに含めるビット数を選択することもできます。
たとえば、10 進表記のサブネット マスクは 255.255.255.0 の
ようになります。このサブネット マスク値は 24 ビットに相
当します。ビット数を選択する場合は、上向き矢印と下向き
矢印を使用してください。10 進値を入力すると、ビット値が
自動的に更新されます。ビット値を入力すると、10 進値が自
動的に更新されます。

接続：シリアル インターフェイス、フレーム 
リレー カプセル化

シリアル サブインターフェイスにフレーム リレー カプセル化を設定する
場合は、次のフィールドに値を入力します。[ インターフェイス / 接続の編
集 ] ウィンドウで接続を編集または作成する場合、カプセル化タイプは表
示されますが、編集できません。カプセル化タイプを変更する必要がある
場合は、接続を一度削除し、必要なカプセル化タイプを指定して再度作成
します。
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接続：シリアル インターフェイス、フレーム リレー カプセル化
カプセル化

フレーム リレーが選択されています。

IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ] または [IP アンナンバード ] を選択します。

IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ] を選択した場合は、このインターフェイスの 
IP アドレスを入力します。この値については、ネットワーク管理者または
サービス プロバイダに確認してください。詳細については、「IP アドレス
とサブネット マスク」を参照してください。

サブネット マスク

[ スタティック IP アドレス ] を選択した場合は、サブネット マスクを入力
します。サブネット マスクで、ネットワーク アドレスに使用する IP アド
レス部分を指定します。この値はサブネット ビットに対応しています。
サブネット マスクまたはネットワーク ビットの値は、ネットワーク管理
者またはサービス プロバイダから提供されます。

サブネット ビット

サブネット マスクの代わりにネットワーク ビットを入力して、IP アドレ
スの何ビットをネットワーク アドレスに使用するか指定します。

IP アンナンバード

[IP アンナンバード ] を選択した場合、インターフェイスは、別のインター
フェイスにすでに割り当てられている IP アドレスを共有します。このイ
ンターフェイスが IP アドレスを共有するインターフェイスを選択してく
ださい。

DLCI

DLCI（データリンク接続識別子）を入力します。この番号は、このイン
ターフェイスで使用されるすべての DLCI の中で一意である必要がありま
す。DLCI によって、この接続に一意のフレームリレー識別子が割り当て
られます。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になります。DLCI を
変更する必要がある場合は、接続を一度削除して再度作成します。
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接続：シリアル インターフェイス、フレーム リレー カプセル化   
LMI タイプ

使用する LMI（Local Management Interface）タイプについては、サービス 
プロバイダに確認してください。LMI タイプでは、接続の監視に使用する
プロトコルを指定します。

ANSI
ANSI（American National Standards Institute）標準 T1.617 で定義されてい
る Annex D

Cisco
Cisco と他の 3 社で共同定義した LMI タイプ

ITU-T Q.933
ITU-T Q.933 Annex A

自動検出

デフォルト。この設定では、ルータはスイッチで使用されている LMI タ
イプを検出し、そのタイプを使用します。自動検出に失敗した場合は、
Cisco LMI タイプが使用されます。

IETF フレーム リレーのカプセル化を使用する

IETF（インターネット技術特別調査委員会）のカプセル化方式を使用する
場合は、このチェック ボックスを選択します。このオプションは、Cisco 
製以外のルータに接続するときに使用されます。このインターフェイスで 
Cisco 製以外のルータに接続する場合は、このチェック ボックスを選択し
てください。

クロック設定

ほとんどの場合、クロック設定をデフォルト値から変更する必要はありま
せん。要件がデフォルトと異なる場合は、クリックして表示されるウィン
ドウでクロック設定を調整します。

[ クロック設定 ] ボタンは、T1 または E1 シリアル接続を設定する場合にの
み表示されます。
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接続：シリアル インターフェイス、PPP カプセル化
動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

接続：シリアル インターフェイス、PPP カプ
セル化

シリアル インターフェイスにポイントツーポイント カプセル化を設定す
る場合は、次のフィールドに値を入力します。[ インターフェイス / 接続の
編集 ] ウィンドウで接続を編集または作成する場合、カプセル化タイプは
表示されますが、編集できません。カプセル化タイプを変更する必要があ
る場合は、接続を一度削除し、必要なカプセル化タイプを指定して再度作
成します。
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接続：シリアル インターフェイス、PPP カプセル化  
カプセル化

PPP が選択されています。

IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ]、[IP アンナンバード ]、[ ネゴシエート済みの 
IP] からいずれかを選択します。[IP アンナンバード ] を選択した場合は、
このインターフェイスが IP アドレスを共有するインターフェイスを選択
します。[ ネゴシエート済みの IP] を選択すると、ルータは、このインター
フェイスに対してサービス プロバイダから提供された IP アドレスを取得
します。[IP アドレスの指定 ] を選択する場合は、次のフィールドに値を入
力します。

IP アドレス

このポイントツーポイント サブインターフェイスの IP アドレスを入力し
ます。この値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイ
ダに確認してください。詳細については、「IP アドレスとサブネット マス
ク」を参照してください。

サブネット マスク

サブネット マスクを入力します。サブネット マスクで、ネットワーク ア
ドレスに使用する IP アドレス部分を指定します。この値はネットワーク 
ビットに対応しています。サブネット マスクまたはネットワーク ビット
の値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイダに確認
してください。

サブネット ビット

サブネット マスクの代わりにネットワーク ビットを入力して、IP アドレ
スの何ビットをネットワーク アドレスに使用するか指定します。

認証

CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にクリックしま
す。
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接続：シリアル インターフェイス、PPP カプセル化
クロック設定

ほとんどの場合、クロック設定をデフォルト値から変更する必要はありま
せん。要件がデフォルトと異なる場合は、クリックして表示されるウィン
ドウでクロック設定を調整します。

[ クロック設定 ] ボタンは、T1 または E1 シリアル接続を設定する場合にの
み表示されます。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。
6-44
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 6 章     インターフェイス / 接続の編集

接続：シリアル インターフェイス、HDLC カプセル化  
接続：シリアル インターフェイス、HDLC カ
プセル化

シリアル インターフェイスに HDLC カプセル化を設定する場合は、次の
フィールドに値を入力します。[ インターフェイス / 接続の編集 ] ウィンド
ウで接続を編集または作成する場合、カプセル化タイプは表示されます
が、編集できません。カプセル化タイプを変更する必要がある場合は、接
続を一度削除し、必要なカプセル化タイプを指定して再度作成します。

カプセル化

[HDLC] が選択されています。

IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ] または [IP アンナンバード ] を選択します。[IP 
アンナンバード ] を選択した場合は、このインターフェイスが IP アドレス
を共有するインターフェイスを選択します。[ スタティック IP アドレス ] 
を選択する場合は、次のフィールドに値を入力します。

IP アドレス

このインターフェイスの IP アドレスを入力します。この値については、
ネットワーク管理者またはサービス プロバイダに確認してください。詳
細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

サブネット マスク

サブネット マスクを入力します。サブネット マスクで、ネットワーク ア
ドレスに使用する IP アドレス部分を指定します。この値はネットワーク 
ビットに対応しています。サブネット マスクまたはネットワーク ビット
の値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイダに確認
してください。

サブネット ビット

サブネット マスクの代わりに、IP アドレスの何ビットをネットワーク ア
ドレスに使用するかを指定します。
6-45
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 6 章     インターフェイス / 接続の編集       

接続：シリアル インターフェイス、HDLC カプセル化
クロック設定

ほとんどの場合、クロック設定をデフォルト値から変更する必要はありま
せん。要件がデフォルトと異なる場合は、クリックして表示されるウィン
ドウでクロック設定を調整します。

[ クロック設定 ] ボタンは、T1 または E1 シリアル接続を設定する場合にの
み表示されます。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。
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GRE トンネルの追加 / 編集 
GRE トンネルの追加 / 編集 
このウィンドウでは、GRE トンネルをインターフェイスに追加したり、
既存のインターフェイスを編集したりできます。GRE トンネルが gre ip 
モードを使用して設定されていない場合、このウィンドウは表示されませ
ん。

トンネル番号

このトンネルの番号を入力します。

トンネルの送信元

トンネルで使用するインターフェイスを選択します。トンネルのもう一方
の端からこのインターフェイスに到達できる必要があります。したがっ
て、このインターフェイスには、ルート指定可能なパブリック IP アドレ
スが必要です。

トンネルの宛先

トンネルの宛先は、トンネルのもう一方の端にあるルータ上のインター
フェイスです。IP アドレスまたはホスト名のどちらを指定するかを選択
し、該当の情報を入力します。IP アドレスを選択した場合は、IP アドレ
スとサブネット マスクをドット（.）で区切った 10 進表記で入力します。
たとえば、192.168.20.1 と 255.255.255.0 を入力します。

ping コマンドを使用してこのアドレスまたはホスト名に到達できるかどう
かを確認します。到達できない場合、トンネルは正しく構築されません。

トンネルの IP アドレス

トンネルの IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記で入力します
（192.168.20.1 など）。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」
を参照してください。

[GRE キープアライブ ] チェック ボックス

ルータから GRE キープアライブを送信する場合に選択します。キープア
ライブの送信間隔（秒単位）と再試行間の待機時間（秒単位）を指定しま
す。
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接続：ISDN BRI
大伝送ユニット

MTU（ 大伝送ユニット）サイズを入力します。調整によってパケット
のフラグメンテーションを回避するときにサイズを小さい値に調整する場
合は、[ フラグメンテーションが発生しないように MTU を調整する ] をク
リックします。

帯域幅

このトンネルの帯域幅を KB 単位で指定する場合にクリックします。

接続：ISDN BRI
ISDN BRI 接続を設定する場合は、次のフィールドに値を入力します。
Cisco CP は、ISDN BRI 接続に対して PPP カプセル化のみサポートします。
したがって、表示されるカプセル化タイプは編集できません。

カプセル化

PPP が選択されています。

ISDN スイッチ タイプ

ISDN スイッチ タイプを選択します。接続に適したスイッチ タイプについ
ては、サービス プロバイダに確認してください。

Cisco CP は、次の BRI スイッチ タイプをサポートしています。

 • 北米：

 – basic-5ess ― Lucent（AT&T）基本レート 5ESS スイッチ

 – basic-dms100 ― Northern Telecom DMS-100 基本レート スイッチ

 – basic-ni ― National ISDN スイッチ

 • オーストラリア、ヨーロッパ、英国：

 – basic-1tr6 ― ドイツ 1TR6 ISDN スイッチ

 – basic-net3 ― ノルウェー NET3、オーストラリア NET3、および
ニュージーランド NET 3 スイッチ タイプ用の NET3 ISDN BRI。
Euro-ISDN E-DSS1 シグナリング システム用の ETSI 対応のスイッ
チ タイプ
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接続：ISDN BRI 
 – vn3 ― フランス ISDN BRI スイッチ

 • 日本：

 – ntt ― 日本 NTT ISDN スイッチ

 • 音声 /PBX システム用：

 – basic-qsig ― Q931 に基づく QSIG シグナリング対応の PINX
（PBX）スイッチ

SPID

SPID（サービス プロファイル ID）情報を入力する必要がある場合にク
リックします。

一部のサービス プロバイダは、ISDN サービス プロバイダにアクセスする 
ISDN デバイスの加入サービスを定義するために、SPID を使用していま
す。サービスに 初に加入するときに、サービス プロバイダから 1 つ以上
の SPID が ISDN デバイスに割り当てられます。SPID を要求するサービス 
プロバイダを使用する場合は、スイッチにアクセスして接続を初期化する
ときに、有効な SPID をそのプロバイダに送信しなければ、ISDN デバイス
はコールを送受信できません。

SPID が必要なスイッチ タイプは DMS-100 と NI だけです。Lucent (AT&T) 
5ESS スイッチ タイプも SPID をサポートしますが、SPID を使用せずに 
ISDN サービスをセットアップすることをお勧めします。また、SPID が重
要になるのは、ローカル アクセス ISDN インターフェイスの場合だけで
す。リモート ルータは SPID を受け取りません。

通常、SPID は 7 桁の電話番号に数桁のオプション番号が付加されたもの
です。ただし、別の方法で番号を付けるサービス プロバイダもあります。
DMS-100 スイッチ タイプの場合、2 つの SPID（B チャネルごとに 1 つず
つ）が割り当てられます。

リモート電話番号

ISDN 接続の宛先の電話番号を入力します。

オプション

ダイヤラ リストに ACL を関連付けて対象トラフィックを識別する場合、
タイマー設定を入力する場合、マルチリンク PPP を有効または無効にする
場合にクリックします。
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接続：ISDN BRI
対象トラフィックの識別を可能にすると、ルータは、対象トラフィックを
検出したときだけダイヤルアウトして接続をアクティブにします。

タイマーを設定すると、ルータは回線がアイドル状態になってから指定し
た時間経過したときにコールを自動的に切断します。

マルチリンク PPP を設定すると、ISDN B チャネル間で負荷を分散できま
す。

IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ]、[IP アンナンバード ]、[ ネゴシエート済みの 
IP] からいずれかを選択します。[IP アドレスの指定 ] を選択する場合は、
次のフィールドに値を入力します。

IP アドレス

このポイントツーポイント サブインターフェイスの IP アドレスを入力し
ます。この値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイ
ダに確認してください。詳細については、「IP アドレスとサブネット マス
ク」を参照してください。

サブネット マスク

サブネット マスクを入力します。サブネット マスクで、ネットワーク ア
ドレスに使用する IP アドレス部分を指定します。この値はネットワーク 
ビットに対応しています。サブネット マスクまたはネットワーク ビット
の値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイダに確認
してください。

サブネット ビット

サブネット マスクの代わりにネットワーク ビットを入力して、IP アドレ
スの何ビットをネットワーク アドレスに使用するか指定します。

認証

CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。
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接続：アナログ モデム 
注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

接続：アナログ モデム
アナログ モデム接続を設定する場合は、次のフィールドに値を入力しま
す。Cisco CP は、アナログ モデム接続に対して PPP カプセル化のみをサ
ポートします。したがって、表示されるカプセル化タイプは編集できませ
ん。

カプセル化

PPP が選択されています。

リモート電話番号

アナログ モデム接続の宛先の電話番号を入力します。
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接続：アナログ モデム
オプション

ダイヤラ リストに ACL を関連付けて対象トラフィックを識別する必要が
ある場合、またはタイマー設定を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

対象トラフィックの識別を可能にすると、ルータは、対象トラフィックを
検出したときだけダイヤルアウトして接続をアクティブにします。

タイマーを設定すると、ルータは回線がアイドル状態になってから指定し
た時間経過したときにコールを自動的に切断します。

回線のクリア

回線をクリアする場合にクリックします。非同期接続の作成後に回線をク
リアして、対象トラフィックが検出されたときに接続がアクティブになる
ようにする必要があります。

IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ]、[IP アンナンバード ]、[ ネゴシエート済みの 
IP] からいずれかを選択します。[IP アドレスの指定 ] を選択する場合は、
次のフィールドに値を入力します。

IP アドレス

このポイントツーポイント サブインターフェイスの IP アドレスを入力し
ます。この値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイ
ダに確認してください。詳細については、「IP アドレスとサブネット マス
ク」を参照してください。

サブネット マスク

サブネット マスクを入力します。サブネット マスクで、ネットワーク ア
ドレスに使用する IP アドレス部分を指定します。この値はネットワーク 
ビットに対応しています。サブネット マスクまたはネットワーク ビット
の値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイダに確認
してください。

サブネット ビット

サブネット マスクの代わりにネットワーク ビットを入力して、IP アドレ
スの何ビットをネットワーク アドレスに使用するか指定します。
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接続：（AUX バックアップ） 
認証

CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

接続：（AUX バックアップ）
Cisco 831 または 837 ルータ上の AUX ポートとしても動作可能なコンソー
ル ポートを使用した非同期ダイヤルアップ接続を設定する場合は、次の
フィールドに値を入力します。このウィンドウに情報を入力した後は 
[ バックアップの詳細 ] をクリックして、この接続タイプに必要なダイヤル 
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接続：（AUX バックアップ）
バックアップ情報を入力します。Cisco CP は、アナログ モデム接続に対し
て PPP カプセル化のみをサポートします。したがって、表示されるカプセ
ル化タイプは編集できません。

AUX ポートをダイヤルアップ接続として設定するオプションは、Cisco 
831 ルータおよび 837 ルータの場合のみ表示されます。次のいずれかの状
況が発生すると、これらのルータに対してこのオプションを使用できませ
ん。

 • ルータが Zutswang Cisco IOS リリースを使用していない。

 • プライマリ WAN インターフェイスが設定されていない。

 • 非同期インターフェイスがすでに設定されている。

 • 既存の設定に Cisco CP でサポートされていない Cisco IOS コマンドが
含まれているため、Cisco CP で非同期インタフーフェイスを設定でき
ない。

カプセル化

PPP が選択されています。

リモート電話番号

アナログ モデム接続の宛先の電話番号を入力します。

オプション

ダイヤラ リストに ACL を関連付けて対象トラフィックを識別する必要が
ある場合、またはタイマー設定を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

対象トラフィックの識別を可能にすると、ルータは、対象トラフィックを
検出したときだけダイヤルアウトして接続をアクティブにします。

タイマーを設定すると、ルータは回線がアイドル状態になってから指定し
た時間経過したときにコールを自動的に切断します。

回線のクリア

回線をクリアする場合にクリックします。非同期接続の作成後に回線をク
リアして、対象トラフィックが検出されたときに接続がアクティブになる
ようにする必要があります。
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接続：（AUX バックアップ） 
IP アドレス

[ スタティック IP アドレス ]、[IP アンナンバード ]、[ ネゴシエート済みの 
IP] からいずれかを選択します。[IP アドレスの指定 ] を選択する場合は、
次のフィールドに値を入力します。

IP アドレス

このポイントツーポイント サブインターフェイスの IP アドレスを入力し
ます。この値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイ
ダに確認してください。詳細については、「IP アドレスとサブネット マス
ク」を参照してください。

サブネット マスク

サブネット マスクを入力します。サブネット マスクで、ネットワーク ア
ドレスに使用する IP アドレス部分を指定します。この値はネットワーク 
ビットに対応しています。サブネット マスクまたはネットワーク ビット
の値については、ネットワーク管理者またはサービス プロバイダに確認
してください。

サブネット ビット

サブネット マスクの代わりにネットワーク ビットを入力して、IP アドレ
スの何ビットをネットワーク アドレスに使用するか指定します。

バックアップの詳細

[バックアップ設定 ] ウィンドウを表示してこの接続のダイヤルバックアッ
プ情報を設定する場合にクリックします。ダイヤルバックアップ設定情報
は、このタイプの接続では必須です。この情報を入力せずに接続設定を終
了しようとすると、エラーが表示されます。

認証

CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にクリックしま
す。

動的 DNS

動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アドレスが変更
されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。
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認証
注 この機能は、使用するルータの Cisco IOS リリースによってサポートされ
る場合のみ表示されます。

使用する動的 DNS 方式を選択するには、次のいずれかを実行します。

 • 既存の動的 DNS 方式の名前を入力します。

[設定 ] > [ルータ ] > [ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] のリストに
表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールドに正確に入力します。

 • リストから既存の動的 DNS 方式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を選択します。
既存の動的 DNS 方式が一覧表示されたウィンドウが開きます。この
メニュー項目は、既存の動的 DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

 • 新規の動的 DNS 方式を作成します。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新規作成
を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、
ドロップダウン メニューから [ なし ] を選択します。

認証
このページが表示されるのは、シリアル接続に対して PPP を有効にした場
合、ATM またはイーサネット接続に対して PPPoE カプセル化を有効にし
た場合、そして ISDN BRI 接続またはアナログ モデム接続を設定する場合
です。サービス プロバイダまたはネットワーク管理者は、CHAP

（Challenge Handshake Authentication Protocol）パスワードまたは PAP
（Password Authentication Protocol）パスワードを使用してデバイス間の接
続を保護できます。このパスワードはインバウンド アクセスとアウトバ
ウンド アクセスの両方を保護します。

CHAP/PAP

サービス プロバイダが使用する認証タイプのチェック ボックスを選択し
ます。認証タイプがわからない場合は、両方のチェック ボックスを選択
できます。その場合、ルータは両方の認証タイプを試行して、成功した方
を使用します。
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SPID の詳細 
CHAP 認証は PAP 認証より安全です。

ログイン名

ログイン名はサービス プロバイダから割り当てられ、CHAP/PAP 認証の
ユーザ名として使用されます。

パスワード

サービス プロバイダから割り当てられたパスワードを正確に入力します。
パスワードは大文字と小文字を区別します。たとえば、test というパス
ワードは TEST と同じではありません。

新しいパスワードの再入力

[ パスワード ] ボックスに入力したパスワードを再度入力します。

SPID の詳細
一部のサービス プロバイダは、ISDN サービス プロバイダにアクセスする 
ISDN デバイスの加入サービスを定義するために、SPID（サービス プロ
ファイル ID 番号）を使用しています。サービスに 初に加入するときに、
サービス プロバイダから 1 つ以上の SPID が ISDN デバイスに割り当てら
れます。SPID を要求するサービス プロバイダを使用する場合は、スイッ
チにアクセスして接続を初期化するときに、有効な SPID をそのプロバイ
ダに送信しなければ、ISDN デバイスはコールを送受信できません。

SPID が必要なスイッチ タイプは DMS-100 と NI だけです。AT&T 5ESS ス
イッチ タイプも SPID をサポートします。SPID を使用せずにその ISDN 
サービスをセットアップすることをお勧めします。また、SPID が重要に
なるのは、ローカル アクセス ISDN インターフェイスの場合だけです。リ
モート ルータは SPID を受け取りません。

通常、SPID は 7 桁の電話番号に数桁のオプション番号が付加されたもの
です。ただし、別の方法で番号を付けるサービス プロバイダもあります。
DMS-100 スイッチ タイプの場合、2 つの SPID（B チャネルごとに 1 つず
つ）が割り当てられます。
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ダイヤラ オプション
SPID1

ISP から割り当てられた 1 つめの BRI B チャネルの SPID を入力します。

SPID2

ISP から割り当てられた 2 つめの BRI B チャネルの SPID を入力します。

ダイヤラ オプション
ISDN BRI およびアナログ モデム インターフェイスには、DDR（ダイヤル
オンデマンド ルーティング）を設定できます。これにより、特定の状況
でのみ接続をダイヤルアウトしてアクティブにできるため、接続にかかる
時間とコストが節約されます。このウィンドウでは、ISDN BRI 接続また
はアナログ モデム接続の開始と終了に関するオプションを設定できます。

ダイヤラ リストの関連付け

ダイヤラ リストを使用すると、ISDN BRI 接続またはアナログ モデム接続
に ACL を関連付けて、対象トラフィックを識別できます。対象トラ
フィックの識別を可能にすると、インターフェイスは、ACL に一致する
データ トラフィックがルータによって検出されたときだけダイヤルアウ
トして接続を確立します。

すべての IP トラフィックを許可する

このオプションを選択すると、インターフェイスは、任意の IP トラ
フィックがそのインターフェイス経由で送信されるたびにダイヤルアウト
して接続を確立します。

選択した ACL でトラフィックをフィルタする

このオプションを選択すると、ACL がインターフェイスに関連付けられ
ます。ACL は、ルール インターフェイスを使用して作成する必要があり
ます。ACL で指定されたトラフィックに一致するトラフィックが検出さ
れた場合のみ、インターフェイスはダイヤルアウトして接続を確立しま
す。
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ダイヤラ オプション 
対象トラフィックを識別するためにダイヤラ インターフェイスに関連付
ける ACL 番号を入力します。または、このフィールドの隣にあるボタン
をクリックして ACL 一覧を表示することも、新規の ACL を作成してこれ
を選択することもできます。

タイマー設定

タイマー設定では、トラフィックのない接続がアクティブな状態を維持す
る 大時間を設定できます。タイマーを設定すると接続が自動的に切断さ
れるため、接続にかかる時間とコストを節約できます。

アイドル タイムアウト

アイドル状態の接続（トラフィックのない接続）が切断されるまでの時間
を秒単位で入力します。

ファースト アイドル タイムアウト

ファースト アイドル タイムアウトは、ある 1 つの接続がアクティブであ
るとき、接続を待機している別の接続が存在する場合に使用されます。
ファースト アイドル タイムアウトは、対象トラフィックの存在しない状
態が続き、アクティブな接続が切断されるまでの 大秒数を設定します。
この時間の経過後に、待機していた接続が確立されます。

このタイムアウトは、インターフェイスにネクスト ホップ IP アドレスへ
のアクティブな接続がある状態で、そのアドレスとは異なるネクスト 
ホップ IP アドレス宛ての対象データをインターフェイスが受信したとき
に発生します。ダイヤラ接続はポイントツーポイントであるため、現在の
接続が確立されている間は競合するパケットを配信できません。このタイ
マーは、 初の接続をアイドル状態のまま保持する必要がある時間を設定
します。この時間の経過後にその接続は切断され、別の接続が確立されま
す。

マルチリンク PPP を有効にする

マルチリンク PPP を使用すると、複数の ISDN BRI B チャネルと非同期イ
ンターフェイスにデータを分散できます。マルチリンク PPP を使用して
初の ISDN 接続を確立すると、その接続には 1 つの B チャネルのみが使用
されます。その接続のトラフィック負荷が指定されたしきい値（合計帯域
幅に対する割合）を超えると、2 つめの B チャネルを持つ接続が確立さ
れ、データ トラフィックは両方の接続に分散されます。この方法には、
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バックアップ設定
データ トラフィックが少ない場合に接続にかかる時間とコストを節約で
き、必要な場合はすべての ISDN BRI 帯域幅を使用できるという利点があ
ります。

マルチリンク PPP を有効にする場合はこのチェック ボックスを選択しま
す。有効にしない場合は、選択を解除します。

負荷のしきい値

このフィールドでは、1 つの ISDN BRI チャネルで使用する必要がある帯
域幅の割合を設定できます。このしきい値を超えると、別の ISDN BRI 
チャネル接続が確立されてトラフィックが分散されます。1 ～ 255 の範囲
内の値を入力します。255 は、 初の接続で帯域幅を 100% 利用すること
を意味します。

データの方向

Cisco CP では、アウトバウンド方向のネットワーク トラフィックに対して
のみマルチリンク PPP を設定できます。

バックアップ設定
ISDN BRI およびアナログ モデム インターフェイスは、他のプライマリ イ
ンターフェイスのバックアップ インターフェイスとして機能するように
設定できます。その場合、ISDN またはアナログ モデム接続は、プライマ
リ インターフェイスが何かの理由でダウンしたときだけ確立されます。
プライマリ インターフェイスと接続がダウンすると、ISDN またはダイヤ
ル モデム インターフェイスは、ネットワーク サービスが停止しないよう
に直ちにダイヤルアウトして接続を確立しようとします。

バックアップを有効にする

この ISDN BRI またはアナログ モデム インターフェイスをバックアップ接
続として機能させる場合に選択します。バックアップ接続として機能させ
ない場合は、このチェック ボックスの選択を解除します。

プライマリ インターフェイス

プライマリ接続を保持するルータ上のインターフェイスを選択します。
ISDN BRI またはアナログ モデム接続は、選択したインターフェイス上の
接続が切断されたときだけ確立されます。
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バックアップ設定
追跡の詳細

特定のホストへの接続を保持する必要がある場合は、このオプションを選
択します。ルータはそのホストへの接続を追跡し、接続がプライマリ イ
ンターフェイスによって切断されたことを検出すると、ISDN BRI または
アナログ モデム インターフェイスを使用したバックアップ接続が開始さ
れます。

追跡するホスト名または IP アドレス

接続を追跡する宛先ホストのホスト名または IP アドレスを入力します。
追跡するサイトとして、接続頻度の低い宛先を指定してください。

追跡オブジェクト番号

読み取り専用のフィールドです。リモート ホストへの接続を追跡するた
めに、Cisco CP によって生成され、使用される内部オブジェクト番号が表
示されます。

ネクスト ホップ先

これらのフィールドはオプションです。プライマリおよびバックアップ 
インターフェイスがアクティブな場合に接続する IP アドレスを入力でき
ます。これはネクスト ホップ IP アドレスとして知られています。ネクス
ト ホップ IP アドレスを入力しない場合は、Cisco CP がインターフェイス
名を使用してスタティック ルートを設定します。イーサネット接続など
のマルチポイント WAN 接続をバックアップする場合は、ルーティングが
正常に行われるようにネクスト ホップ IP アドレスを入力する必要があり
ます。ただし、ポイントツーポイント接続をバックアップする場合は、こ
の情報を入力する必要はありません。

プライマリのネクスト ホップ IP アドレス

プライマリ インターフェイスのネクスト ホップ IP アドレスを入力しま
す。

バックアップのネクスト ホップ IP アドレス

ISDN BRI またはアナログ モデム バックアップ インターフェイスのネクス
ト ホップ IP アドレスを入力します。
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接続の削除
接続の削除
[ インターフェイス / 接続の編集 ] ウィンドウに表示される WAN 接続を削
除できます。インターフェイス設定を削除する場合で、そのインターフェ
イスに適用されているアクセス ルールなどの関連付けが、削除する接続
に含まれるときに、このウィンドウが表示されます。このウィンドウで
は、別の接続で使用できるように、そうした関連付けを保存することがで
きます。

接続を削除した結果、削除前に使用できなかった接続タイプが使用できる
ようになると、[ 新しい接続の作成 ] リストが更新されます。

接続とその関連付けをすべて自動的に削除することもでき、関連付けだけ
を後で解除することもできます。

接続に定義されている関連付けを表示するには

[ 詳細の表示 ] をクリックします。

接続とその関連付けをすべて削除するには

[ すべての関連付けを自動的に解除する ]、[OK] の順にクリックすると、接
続とその関連付けがすべて削除されます。

関連付けを手動で解除するには

関連付けを手動で解除するには、[ 詳細の表示 ] をクリックして、この接続
に定義されているすべての関連付けのリストを確認します。すべての関連
付けを書き留めたら、[ 後で関連付けを解除する ] を選択して [OK] をク
リックします。関連付けは、以下の手順に従って手動で解除できます。

各関連付けと、それらを削除する手順を以下に示します。

 • デフォルトのスタティック ルート ― 特定のインターフェイスが、デ
フォルトのスタティック ルートの転送先インターフェイスとして設定
されているとします。このインターフェイスに関連付けられているス
タティック ルートを削除するには、[ 設定 ]、[ ルーティング ] の順にク
リックします。次に、[ スタティック ルーティング ] テーブルでスタ
ティック ルートを選択して [ 削除 ] をクリックします。
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接続の削除
 • ポート アドレス変換 ― この接続が作成されたインターフェイスを使
用して PAT が設定されているとします。この PAT 関連付けを解除する
には、[ 設定 ]、[NAT] の順にクリックします。次に、この接続に関連
付けられたルールを選択して [ 削除 ] をクリックします。

 • NAT ― 特定のインターフェイスが、NAT 内部または NAT 外部のどち
らかのインターフェイスとして指定されているとします。この NAT 関
連付けを解除するには、[ 設定 ]、[ インターフェイスと接続 ] の順にク
リックします。次に、[ インターフェイス リスト ] から目的の接続を選
択して、[ 編集 ] をクリックします。[NAT] タブをクリックして、[NAT] 
プルダウン メニューから [ なし ] を選択します。

 • ACL ― 接続が作成されたインターフェイスに ACL が適用されている
とします。この ACL を削除するには、[ 設定 ]、[ インターフェイスと
接続 ] の順にクリックします。次に、[ インターフェイス リスト ] から
目的の接続を選択して、[ 編集 ] をクリックします。[ 関連付け ] タブを
クリックし、[ アクセス ルール ] グループ内で、[ インバウンド ] および 
[ アウトバウンド ] フィールドの横にある [...] ボタンをクリックして、
[ なし ] をクリックします。

 • インスペクション ― 接続が作成されたインターフェイスにインスペク
ション ルールが適用されているとします。このインスペクション ルー
ルを削除するには、[ 設定 ]、[ インターフェイスと接続 ] の順にクリッ
クします。次に、[ インターフェイス リスト ] から目的の接続を選択し
て、[ 編集 ] をクリックします。[ 関連付け ] タブをクリックし、[ インス
ペクション ルール] グループ内の [インバウンド] および [アウトバウン
ド ] の各フィールドで [ なし ] を選択します。

 • 暗号 ― 接続が作成されたインターフェイスに暗号マップが適用されて
いるとします。この暗号マップを解除するには、[ 設定 ]、[ インター
フェイスと接続 ] の順にクリックします。次に、[ インターフェイス リ
スト ] から目的の接続を選択して、[ 編集 ] をクリックします。[ 関連付
け ] タブをクリックし、[VPN] グループ内の [IPSec ポリシー] フィール
ドで [ なし ] を選択します。

 • EZVPN ― 接続が作成されたインターフェイスに Easy VPN が適用され
ているとします。この Easy VPN を解除するには、[ 設定 ]、[ インター
フェイスと接続 ] の順にクリックします。次に、[ インターフェイス リ
スト ] から目的の接続を選択して、[ 編集 ] をクリックします。[ 関連付
け ] タブをクリックし、[VPN] グループ内の [Easy VPN] フィールドで 
[ なし ] を選択します。
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 • VPDN ― PPPoE 設定に必要な VPDN コマンドがルータ設定内に存在す
るとします。ルータ上に他の PPPoE 接続が設定されている場合は、
VPDN コマンドを削除してはなりません。

 • ip tcp adjust mss ― このコマンドは、TCP の 大サイズを調整するため
に LAN インターフェイスに適用されます。ルータ上に他の PPPoE 接
続が設定されている場合は、このコマンドを削除してはなりません。

 • バックアップ接続 ― プライマリ インターフェイスにバックアップ接
続が設定されている場合、バックアップの関連付けを削除するには、
[ 設定 ]、[ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。次に、[ イ
ンターフェイス リスト ] でバックアップ インターフェイスを選択し
て、[ 編集 ] をクリックします。[ バックアップ ] タブをクリックし、
[ バックアップを有効にする ] チェック ボックスの選択を解除します。

 • バックアップ接続上の PAT ― PAT がバックアップ インターフェイス
上に設定されているとします。この PAT 関連付けを解除するには、
[ 設定 ]、[NAT] の順にクリックします。次に、この接続に関連付けら
れたルールを選択して [ 削除 ] をクリックします。

 • バックアップ接続上のフローティング デフォルト ルート ― フロー
ティング デフォルト スタティック ルートがバックアップ インター
フェイス上に設定されているとします。このフローティング スタ
ティック ルート削除するには、[ 設定 ]、[ ルーティング ] の順にクリッ
クします。次に、スタティック ルーティング テーブルでフローティン
グ スタティック ルートを選択して [ 削除 ] をクリックします。

接続テストとトラブルシューティング
このウィンドウでは、リモート ホストに対して ping を実行することで、
設定した接続をテストできます。ping が失敗すると、Cisco CP は考えられ
る原因を報告し、問題を修正するためのアクションを提示します。

SDM でテストできる接続タイプ

Cisco CP では、PPPoE、AAL5SNAP、または AAL5MUX カプセル化を使
用した ADSL、G.SHDSL V1、G.SHDSL V2 接続のトラブルシューティング
を実行できます。

Cisco CP は、PPPoE カプセル化を使用したイーサネット接続のトラブル
シューティングを実行できます。
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接続テストとトラブルシューティング
Cisco CP では、カプセル化されていないイーサネット接続、シリアルおよ
び T1/E1 接続、アナログ接続、ISDN 接続のトラブルシューティングを実
行できません。これらの接続タイプに対しては、基本的な ping テストを
実行します。

基本的な ping テストとは

Cisco CP が実行する基本的な ping テストの内容は次のとおりです。

1. インターフェイスのステータスをチェックして、稼働状態か停止状態
かを確認します。

2. DNS の設定をチェックして、Cisco CP のデフォルト オプションかユー
ザ指定のホスト名のどちらが使用されているかを確認します。

3. インターフェイスの DHCP および IPCP 設定をチェックします。

4. インターフェイス テストを終了します。

5. 宛先に対して ping を実行します。

Cisco CP は、これらのチェックの結果をアクティビティ / ステータス カラ
ムに表示します。ping が成功すると、その接続は正常であると報告されま
す。それ以外の場合、接続はダウンと報告され、不合格になったテストが
指摘されます。

Cisco CP がトラブルシューティングを実行する方法

Cisco CP による接続のトラブルシューティングでは、基本的な ping テス
トよりも広範なテストを実行します。ルータがテストに失敗すると、
Cisco CP は追加のチェックを実行して、考えられる原因を列挙します。た
とえば、レイヤ 2 のステータスがダウンしている場合、Cisco CP は、ダウ
ンの原因を調べて報告し、問題を修正するために推奨されるアクションを
提示します。Cisco CP は次のタスクを実行します。

1. インターフェイス ステータスをチェックします。レイヤ 2 のプロトコ
ルが正常に稼働している場合は、手順 2 に進みます。

レイヤ 2 のプロトコル ステータスがダウンしている場合は、xDSL 接
続の ATM PVC ステータス、またはカプセル化されたイーサネット接
続の PPPoE ステータスをチェックします。

 – ATM PVC テストに失敗すると、Cisco CP は、考えられる原因を列
挙し、問題を修正するためのアクションを提示します。
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 – PPPoE 接続がダウンしている場合は、ケーブルの接続に問題があ
ります。Cisco CP は該当する原因とアクションを表示します。

これらのチェックがすべて実行されると、テストが終了し、Cisco CP 
によってテスト結果が報告され、推奨されるアクションが提示されま
す。

2. DNS の設定をチェックして、Cisco CP のデフォルト オプションかユー
ザ指定のホスト名のどちらが使用されているかを確認します。

3. DHCP および IPCP 設定とそのステータスをチェックします。ルータ
が、DHCP または IPCP を使用して IP アドレスを取得済みの場合は、
手順 4 に進みます。

ルータが DHCP または IPCP を使用するように設定されているにもか
かわらず、そのどちらの方法でも IP アドレスを取得していない場合、
手順 1. が実行されます。テストが終了し、Cisco CP によってテスト結
果が報告され、推奨されるアクションが提示されます。

4. 宛先に対して ping を実行します。ping が成功すると、接続は正常であ
ると報告されます。

PPPoE カプセル化を使用した xDSL 接続上で ping に失敗すると、Cisco CP 
は次の項目をチェックします。

 • ATM PVC ステータス

 • PPPoE トンネル ステータス

 • PPP 認証ステータス

これらのチェックをすべて実行すると、Cisco CP は、ping が失敗した原因
を報告します。

PPPoE カプセル化を使用したイーサネット接続上で ping に失敗すると、
Cisco CP は次の項目をチェックします。

 • PPPoE トンネル ステータス

 • PPP 認証ステータス

これらのチェックをすべて実行すると、Cisco CP は、ping が失敗した原因
を報告します。

AAL5SNAP または AAL5MUX カプセル化を使用した xDSL 接続上で ping 
が失敗すると、Cisco CP は、ATM PVC ステータスをチェックし、ping が
失敗した原因を報告します。
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接続テストとトラブルシューティング
IP アドレス / ホスト名

WAN インターフェイスをテストするために実行する ping の宛先サーバ名
を指定します。

Cisco CP による自動指定

Cisco CP は、WAN インターフェイスをテストするために、デフォルトの
ホストに ping を実行します。Cisco CP は、ルータにスタティックに設定
されている DNS サーバ、およびダイナミックにインポートされた DNS 
サーバを検出します。Cisco CP はこれらのサーバに対して ping を実行し、
テストされているインターフェイスを ping が正常に通過すると、接続が
正常であると報告します。すべての ping が失敗して、テストされている
インターフェイスを正常に通過した ping が検出されない場合、Cisco CP 
は失敗と報告します。

ユーザ指定

WAN インターフェイスをテストするために選択したホスト名の IP アドレ
スを指定します。

要約

要約されたトラブルシューティング情報を表示する場合にこのボタンをク
リックします。

詳細

詳細なトラブルシューティング情報を表示する場合にこのボタンをクリッ
クします。

アクティビティ

このカラムには、トラブルシューティングのアクティビティが表示されま
す。

ステータス 

個々のトラブルシューティングのアクティビティのステータスが、次のア
イコンとテキスト アラートで表示されます。
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接続テストとトラブルシューティング
接続されています。

接続は切断されています。

テストは成功しました。

テストは失敗しました。

原因

このボックスには、WAN インターフェイス接続の失敗で考えられる原因
が表示されます。

推奨アクション

このボックスには、問題を修正するためのアクション / 解決策が表示され
ます。

実行する操作

目的 手順

WAN インターフェイス接続のトラ
ブルシューティングを実行する。

[ 開始 ] ボタンをクリックする。

テストの実行中は、[ 開始 ] ボタンのラベルが [ 終了 ] に
変わる。テストの実行中にトラブルシューティングを
中止するオプションがある。

テスト レポートを保存する。 テスト レポートを HTML 形式で保存する場合は、[ レ
ポートの保存 ] ボタンをクリックする。

このボタンは、テストが実行中の場合、またはテスト
が完了した場合だけ使用可能になる。
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第 章7

コントローラ / 接続の編集

[ コントローラ / 接続の編集 ] タブは、ルータに DSL コントローラがインス
トールされている場合に表示されます。このタブでは、DSL コントローラ
および G.SHDSL コントローラを設定できます。コントローラの初期設定
を行う際には、[ 接続の作成 ] タブから使用できるウィザードを使用するこ
とをお勧めします。

この章の内容は、次のとおりです。

 • Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定

 • HWIC-SHDSL コントローラの設定

Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定
WIC-1SHDSL-V2 コントローラを設定するには、次の手順に従ってくださ
い。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。

手順 2 [ コントローラ / 接続 ] をクリックします。

手順 3 [ コントローラ ] ペインで、[DSL コントローラ ] ブランチの横にあるプラス 
(+) アイコンをクリックして、使用可能な DSL コントローラを表示しま
す。

手順 4 右側のペインで、コントローラに関連付けられたインターフェイスを設定
します。インターフェイスを追加、編集、削除、有効化、または無効化で
きます。詳細については、「DSL コントローラ画面のリファレンス」を参
照してください。
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Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定
手順 5 変更した設定をテストするには、プロパティを変更したインターフェイス
を選択して [ 接続のテスト ] をクリックします。

DSL コントローラ画面のリファレンス

次のセクションでは、Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定に使用
される Cisco CP の画面について説明します。

 • DSL コントローラ / 接続タブ

 • DSL コントローラの設定

 • G.SHDSL 接続の追加

DSL コントローラの設定

Cisco CP は、Cisco WIC-1SHDSL-V2 の設定をサポートします。この WIC 
は、ATM インターフェイスを使用した TI、E1、または G.SHDSL 接続をサ
ポートします。Cisco CP でサポートされるのは、ATM インターフェイス
を使用した G.SHDSL 接続だけです。このウィンドウでは、WIC 上のコン
トローラ モードを ATM に設定して G.SHDSL 接続を有効にできます。ま
た、G.SHDSL 接続用の DSL コントローラ情報を作成または編集すること
もできます。

この画面にアクセスする方法

[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] > [コントローラ ] > [接続 ] > 
[DSL コントローラ ] > [DSL N/N/N] の順にクリックします。
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Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定  
フィールド リファレンス

表 7-1 DSL コントローラの設定のフィールド 

項目 説明

コントローラ モード Cisco CP は、このコントローラに対して、G.SHDSL 接続を提
供する ATM モードのみサポートしています。[OK] ボタンを
クリックすると、このフィールドは自動的に ATM モードに設
定されます。

設備の種類 接続をセントラル オフィス（通信事業者の局舎）で終端させ
る場合は、[CO] を選択します。

接続を顧客宅内機器で終端させる場合は、[CPE] を選択しま
す。

動作モード DSL 接続で Annex A シグナリング（米国の DSL 接続用）また
は Annex B シグナリング（ヨーロッパの DSL 接続用）のどち
らを使用するかを選択します。

回線モード 2 線式または 4 線式 G.SHDSL 接続のどちらかを選択します。

回線番号 接続を作成するインターフェイスの番号を選択します。

回線速度 G.SHDSL ポートの DSL 回線速度を選択します。2 線式接続を
選択した場合は、[auto] または実際の DSL 回線速度を選択で
きます。[auto] を選択すると、インターフェイスは G.SHDSL 
ポートと DSLAM 間で回線速度を自動的にネゴシエートする
ように設定されます。サポートされる回線速度は、200、264、
392、520、776、1032、1160、1544、2056、および 2312 で
す。

4 線式接続を選択した場合は、固定回線速度を選択する必要
があります。4 線式接続でサポートされる回線速度は、384、
512、640、768、896、1024、1152、1280、1408、1664、
1792、1920、2048、2176、2304、2432、2688、2816、2944、
3072、3200、3328、3456、3584、3712、3840、3968、4096、
4224、4352、4480、および 4608 です。

注 DSL アップリンクの反対側に異なる DSL 回線速度が
設定されている場合、実際の DSL 回線速度は常に遅い
ほうの速度になります。
7-3
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 7 章     コントローラ / 接続の編集       

Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定
SN 比マージンを有効にする SN 比マージンは、DSL モデムが接続のノイズ量に応じて出力
パワーの増減を決定するためのしきい値になります。回線速
度を auto に設定した場合は、この機能を有効にして、DSL 接
続の品質を 大限にすることができます。回線速度が固定の
場合は、この機能を使用できません。SN 比マージンを有効に
するには、このチェック ボックスを選択して、[ 現在 ] と 
[Snext] フィールドでマージンを指定します。この機能を無効
にするには、このチェック ボックスの選択を解除します。

現在 現在の接続の SN 比マージンを、デシベル単位（dB）で選択
します。ここで指定する値が小さいほど、接続で許容される
ノイズの量は多くなります。つまり、小さい dB 値を設定する
と、DSL モデムによって許容される回線ノイズが増加するた
め、接続の品質が低下する代わりにスループットが向上する
可能性があります。大きい dB 値を設定すると、DSL モデム
はノイズを制限します。したがって、接続の品質は向上しま
すが、スループットは低下する可能性があります。

Snext Snext（Self near end cross talk）の SN 比マージンを、デシベル
単位（dB）で選択します。

DSL 接続 このエリアには、このコントローラに現在設定されているす
べての G.SHDSL 接続が表示されます。新しい G.SHDSL 接続
を設定するには、[ 追加 ] をクリックします。[G.SHDSL 接続の
追加 ] ページが表示され、新しい接続を設定できます。既存の 
G.SHDSL 接続を編集するには、このフィールドで接続を選択
して [ 編集 ] をクリックします。[G.SHDSL 接続の追加 ] ページ
が表示され、接続の設定を編集できます。接続を削除するに
は、このフィールドで接続を選択して [ 削除 ] をクリックしま
す。

表 7-1 DSL コントローラの設定のフィールド （続き）

項目 説明
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Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定  
G.SHDSL 接続の追加

このダイアログでは、G.SHDSL 接続を作成または編集できます。

この画面にアクセスする方法

[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] > [コントローラ ] > [接続 ] > 
[DSL コントローラ ] > [DSL N/N/N] の順にクリックします。

フィールド リファレンス

表 7-2 G.SHDSL 接続の追加 

項目 説明

カプセル化 このリンクで使用するカプセル化のタイプを選択します。

 • [PPPoE] ― イーサネットを介した PPP（ポイントツーポイ
ント プロトコル）のカプセル化を指定します。

 • [PPPoA] ― ATM を介した PPP（ポイントツーポイント プ
ロトコル）のカプセル化を指定します。

 • [RFC 1483 ルーティング（AAL5 SNAP）] ― 各 PVC が複数
のプロトコルを伝送できるように指定します。

 • [RFC 1483 ルーティング（AAL5 MUX）] ― 各 PVC が 1 つ
のプロトコル タイプのみを伝送するように指定します。

接続を編集する場合、カプセル化タイプは表示されますが、
編集できません。カプセル化タイプを変更する必要がある場
合は、接続を一度削除し、必要なカプセル化タイプを指定し
て再度作成します。

仮想パス識別子 仮想パス識別子（VPI）は、ATM スイッチングとルーティン
グにおいて、多数の接続で使用されるパスを識別するために
使用されます。この値については、サービス プロバイダに確
認してください。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になりま
す。この値を変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、
必要な値を指定して再度作成します。
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Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定
仮想回線識別子 仮想回線識別子（VCI）は、ATM スイッチングとルーティン
グにおいて、VCI によって識別される他の接続と共有するパ
ス内で、特定の VCI 接続を識別するために使用されます。こ
の値については、サービス プロバイダに確認してください。

既存の接続を編集する場合、このフィールドは無効になりま
す。この値を変更する必要がある場合は、接続を一度削除し、
必要な値を指定して再度作成します。

IP アドレス ルータがこのリンク用の IP アドレスを取得する方法を選択し
ます。このエリアに表示されるフィールドは、選択したカプ
セル化タイプによって異なります。ルータによる IP アドレス
の取得方法については、サービス プロバイダまたはネット
ワーク管理者に確認してください。

スタティック IP アドレス このオプションを選択する場合は、インターフェイスの IP ア
ドレスとサブネット マスクまたはネットワーク ビットを入力
します。この情報については、サービス プロバイダまたは
ネットワーク管理者に確認してください。詳細については、

「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

ダイナミック IP アドレス このオプションを選択すると、インターフェイスはネット
ワーク上の DHCP サーバから IP アドレスを取得します。
DHCP サーバは、DHCP オプション 12 を使用している場合
は、ルータのホスト名とその IP アドレスを送信します。送信
されたホスト名については、サービス プロバイダまたはネッ
トワーク管理者に確認してください。

IP アンナンバード インターフェイスでルータ上のイーサネット インターフェイ
スと IP アドレスを共有する場合は、このオプションを選択し
ます。このオプションを選択する場合は、IP アドレスを共有
するイーサネット インターフェイスをドロップ ダウン リスト
から選択する必要があります。

説明 容易に認識および管理できるように、この接続の説明を入力
します。

表 7-2 G.SHDSL 接続の追加 （続き）

項目 説明
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Cisco WIC-1SHDSL-V2 コントローラの設定  
マルチリンク PPP を有効にする このインターフェイスで Multilink Point-to-Point Protocol
（MLP）を有効にする場合はこのチェック ボックスを選択し
ます。MLP では、負荷分散機能、パケットのフラグメンテー
ション、Bandwidth On Demand、およびその他の機能を使用す
ることにより、複数の WAN 接続を持つネットワークのパ
フォーマンスが向上します。

認証 CHAP または PAP 認証の情報を入力する必要がある場合にク
リックします。

動的 DNS 動的 DNS を有効にすると、WAN インターフェイスの IP アド
レスが変更されるたびに、DNS サーバが自動更新されます。

注 この機能が表示されるのは、Cisco IOS イメージでサ
ポートされている場合だけです。

動的 DNS を有効にするには、下記のいずれかの方式を使用し
ます。左側のカラムに方式を示し、右側のカラムにプロセス
を示します。

既存の動的 DNS 方式の名前を
入力します。

[ 設定 ] > [ ルータ ] > [ ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS 方式 ] 画
面のリストに表示される名前を、[ 動的 DNS 方式 ] フィールド
に正確に入力します。

リストから既存の動的 DNS 方
式を選択します。

ドロップダウン メニューをクリックして、既存の方式を使用
するように選択します。既存の動的 DNS 方式が一覧表示され
たウィンドウが開きます。このメニュー項目は、既存の動的 
DNS 方式が存在する場合のみ有効です。

新規の動的 DNS 方式を作成し
ます。

ドロップダウン メニューをクリックして、動的 DNS 方式の新
規作成を選択します。

関連付けられた動的 DNS 方式をインターフェイスからクリアするには、ドロップダウン メ
ニューから [ なし ] を選択します。

表 7-2 G.SHDSL 接続の追加 （続き）

項目 説明
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HWIC-SHDSL コントローラの設定
HWIC-SHDSL コントローラの設定
HWIC-1SHDSL、HWIC-2SHDSL、および HWIC-4SHDSL コントローラを
設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックします。

手順 2 [ コントローラ / 接続 ] をクリックします。

手順 3 [ コントローラ ] ペインで、[SHDSL コントローラ ] ブランチの横にあるプ
ラス (+) アイコンをクリックして、使用可能な SHDSL コントローラを表
示します。

手順 4 右側のペインで、コントローラに関連付けられたインターフェイスを設定
します。インターフェイスを追加、編集、削除、有効化、または無効化で
きます。詳細については、「HWIC SHDSL 画面のリファレンス」を参照し
てください。

手順 5 変更した設定をテストするには、プロパティを変更したインターフェイス
を選択して [ 接続のテスト ] をクリックします。

HWIC SHDSL 画面のリファレンス

次のセクションでは、Cisco CP の [ コントローラ / 接続 ] 画面について説明
します。

 • DSL コントローラ / 接続タブ

 • 2SHDSL コントローラに DSL グループを追加

 • 2SHDSL コントローラの DSL グループを編集

 • 4SHDSL コントローラに DSL グループを追加

 • 4SHDSL コントローラの DSL グループを修正

DSL コントローラ / 接続タブ 

このタブは、次の DSL コントローラのいずれかをインストールしている
場合に表示されます。
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 • WIC-1SHDSL-V2

 • HWIC-2SHDSL

 • HWIC-4SHDSL

この画面にアクセスする方法

[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] > [コントローラ ] > [接続 ] > 
[SHDSL コントローラ ] > [SHDSL N/N/N] の順にクリックします。

フィールド リファレンス

表 7-3 コントローラ / 接続のフィールド 

項目 説明

コントローラ リスト ペイン 左側のペインには、ルータの DSL および SHDSL コントロー
ラが表示されます。

DSL または SHDSL コントローラに関する情報を表示するに
は、ブランチの左側にあるプラス (+) 記号をクリックして、
コントローラを選択します。グループ リストおよび [ イン
ターフェイス リスト ] エリアが、そのコントローラに関する
情報で更新されます。

グループ リスト エリア グループ リスト エリアには、選択したコントローラに設定さ
れている DSL グループが表示されます。名前、IP アドレス、
コントローラ タイプ、スロット、ステータス、および説明も
表示されます。

注 グループ リストは、HWIC-SHDSL コントローラを表
示している場合に表示されます。

追加 新しい DSL グループを作成するには、[ 追加 ] をクリックし
て、表示されるダイアログに必要な情報を入力します。グ
ループ 0 および 1 がすでに設定されている場合、[ 追加 ] ボタ
ンは無効になります。

削除 DSL グループを削除するには、グループを選択して [ 削除 ] を
クリックします。次に、[OK] をクリックして削除を確認しま
す。
7-9
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 7 章     コントローラ / 接続の編集       
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編集 DSL グループのプロパティを編集するには、グループを選択
して [ 編集 ] をクリックします。次に、表示されるダイアログ
でグループのプロパティを編集します。

インターフェイス リスト インターフェイス リストには、設定されている ATM イン
ターフェイスおよびサブインターフェイスが表示されます。
インターフェイス名、IP アドレス、インターフェイス タイ
プ、スロット番号、およびインターフェイスのステータスも
表示されます。

インターフェイスまたはサブインターフェイスが関連付けら
れている DSL グループを確認するには、グループ リストの 
[インターフェイス] カラムでインターフェイス名を探します。

注 DSL グループを削除すると、DSL グループに関連付け
られている ATM インターフェイスおよびサブイン
ターフェイスも削除されます。

追加 選択したコントローラに新しい ATM インターフェイスを設定
するには、[ 追加 ] をクリックして、表示されるダイアログで
インターフェイスのプロパティを設定します。

編集 ATM インターフェイスを編集するには、インターフェイスを
選択して [ 編集 ] をクリックします。次に、表示されるダイア
ログでインターフェイスのプロパティを変更します。

削除 ATM インターフェイスを削除するには、インターフェイスを
選択して [ 削除 ] をクリックします。次に、[OK] をクリックし
て削除を確認します。

有効化 / 無効化 無効になっているインターフェイスを有効にするには、イン
ターフェイスを選択して [ 有効 ] をクリックします。コマンド
がルータに配信されると、インターフェイスが有効になり、
アイコンが緑に変わります。

有効になっているインターフェイスを無効にするには、イン
ターフェイスを選択して [ 無効 ] をクリックします。コマンド
がルータに配信されると、インターフェイスが無効になり、
アイコンが赤に変わります。

表 7-3 コントローラ / 接続のフィールド （続き）

項目 説明
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HWIC-SHDSL コントローラの設定 
2SHDSL コントローラに DSL グループを追加

このダイアログでは、2SHDSL コントローラに DSL グループを追加でき
ます。DSL グループを追加した後、DSL グループを編集して追加設定を
行うことができます。

このダイアログにアクセスする方法

[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] > [コントローラ ] > [接続 ] > 
[SHDSL コントローラ ] > [SHDSL N/N/N] > [ 追加 ] の順にクリックします。

フィールド リファレンス

表 7-4 2SHDSL コントローラの DSL グループの追加

項目 説明

グループ番号 [0] または [1] を選択します。すでに使用されているグループ
番号はリストに表示されません。

DSL ペア このグループに使用するペアを選択します。すでに使用され
ているペアは無効になっています。

2SHDSL コントローラの DSL グループを編集

このダイアログでは、2SHDSL コントローラの DSL グループを編集でき
ます。

このダイアログにアクセスする方法

[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] > [コントローラ ] > [接続 ] > 
[SHDSL コントローラ ] > [SHDSL N/N/N] > [ 編集 ] の順にクリックします。

接続のテスト ATM インターフェイスの接続をテストするには、インター
フェイスを選択して [ 接続のテスト ] をクリックします。ス
テータス ウィンドウにテストの結果が表示されます。

表 7-3 コントローラ / 接続のフィールド （続き）

項目 説明
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HWIC-SHDSL コントローラの設定
フィールド リファレンス

表 7-5 2SHDSL コントローラの DSL グループの編集 

項目 説明

動作モード 次のいずれかを選択します。

 • [Annex A] ― 北米に適した動作パラメータ。G.991.2 標準の Annex 
A です。

 • [Annex B] ― ヨーロッパに適した動作パラメータ。G.991.2 標準の 
Annex B です。

 • [Annex A-B] ― G.991.2 標準の Annex A/B。

 • [Annex F-G] ― （マルチペアのみに使用可能）G.991.2 標準の 
Annex F/G。

 • [Annex F] ― （マルチペアのみに使用可能）G.991.2 標準の Annex 
F。

 • [Annex G] ― （マルチペアのみに使用可能）G.991.2 標準の Annex 
G。

回線速度 G.SHDSL ポートの DSL 回線速度を選択します。2 線式接続（デフォル
ト）を選択した場合は、[auto] または実際の DSL 回線速度を選択でき
ます。[auto] を選択すると、インターフェイスは G.SHDSL ポートと 
DSLAM 間で回線速度を自動的にネゴシエートするように設定されま
す。

4 線式接続を選択した場合は、固定回線速度を選択する必要がありま
す。4 線式接続は、2 つのペアから成る DSL グループです。

設定できる回線速度は、選択した動作モードによって異なります。回
線速度は、64 バイトずつ増加します。

 • Annex A、Annex B、および Annex A-B ― 384 ～ 4608

 • Annex F、Annex F-G ― 4608 ～ 7680

注 DSL アップリンクの反対側に異なる DSL 回線速度が設定され
ている場合、実際の DSL 回線速度は常に遅いほうの速度にな
ります。
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HWIC-SHDSL コントローラの設定 
4SHDSL コントローラに DSL グループを追加

このダイアログでは、4SHDSL コントローラに DSL グループを追加でき
ます。

このダイアログにアクセスする方法

[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] > [コントローラ ] > [接続 ] > 
[SHDSL コントローラ ] > [SHDSL N/N/N] > [ 追加 ] の順にクリックします。

フィールド リファレンス

表 7-6 4SHDSL コントローラの DSL グループの追加のフィールド

項目 説明

グループ番号 [0] または [1] を選択します。すでに使用されているグループ
番号はリストに表示されません。

DSL ペア このグループに使用するペアを選択します。任意のペアの組
み合わせを選択できます。すでに使用されているペアは無効
になっています。

グループ タイプ 作成するグループのタイプを選択します。

 • [IMA] ― Inverse Multiplexing over ATM（ATM の逆多重
化）。IMA を使用すると、通信回線を束ねて、3 Mbps を
上回る速度を得られます。IMA は、リンクの障害と回復、
およびリンクの追加と削除を処理するプロトコルを提供
します。IMA バンドリングでは、ATM-IMA インターフェ
イスが作成されます。

 • [M-Pair] ― マルチペア バンドリングを使用すると、ペア
をグループ化して、IMA 機能がない ATM インターフェイ
スを作成できます。

4SHDSL コントローラの DSL グループを修正

このダイアログでは、4SHDSL コントローラの DSL グループを編集でき
ます。
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このダイアログにアクセスする方法

[設定 ] > [ルータ ] > [インターフェイスと接続 ] > [コントローラ ] > [接続 ] > 
[SHDSL コントローラ ] > [SHDSL N/N/N] > [ 編集 ] の順にクリックします。

フィールド リファレンス

表 7-7 4SHDSL コントローラの DSL グループの編集 

項目 説明

動作モード 次のいずれかを選択します。

 • [Annex A] ― 北米に適した動作パラメータ。G.991.2 標準の Annex A で
す。

 • [Annex B] ― ヨーロッパに適した動作パラメータ。G.991.2 標準の 
Annex B です。

 • [Annex A-B] ― G.991.2 標準の Annex A/B。

 • [Annex F-G] ― （マルチペアのみに使用可能）G.991.2 標準の Annex 
F/G。

 • [Annex F] ― （マルチペアのみに使用可能）G.991.2 標準の Annex F。

 • [Annex G] ― （マルチペアのみに使用可能）G.991.2 標準の Annex G。

回線速度 G.SHDSL ポートの DSL 回線速度を選択します。2 線式接続（デフォルト）
を選択した場合は、[auto] または実際の DSL 回線速度を選択できます。
[auto] を選択すると、インターフェイスは G.SHDSL ポートと DSLAM 間で
回線速度を自動的にネゴシエートするように設定されます。

4 線式接続を選択した場合は、固定回線速度を選択する必要があります。
4 線式接続は、2 つのペアから成る DSL グループです。

設定できる回線速度は、選択した動作モードによって異なります。回線速
度は、64 バイトずつ増加します。

 • Annex A、Annex B、および Annex A-B ― 384 ～ 4608

 • Annex F、Annex F-G ― 4608 ～ 7680

注 DSL アップリンクの反対側に異なる DSL 回線速度が設定されてい
る場合、実際の DSL 回線速度は常に遅いほうの速度になります。

IMA グループ 下記の説明に従って、 小リンクおよびクロック モードを設定します。
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HWIC-SHDSL コントローラの設定 
小リンク数 IMA グループがアクティブになるためにアクティブでなければならない
リンクの 小数を入力します。

クロック モード 次のいずれかを選択します。

 • [CTC（共通送信クロック）] ― 共有

 • [ITC（独立送信クロック）] ― 独立

IMA リンク DSL グループにリンクを追加するには、リンク番号の横にあるチェック 
ボックスを選択します。

DSL グループからリンクを削除するには、リンク番号の横にあるチェック 
ボックスの選択を解除します。

その DSL グループに使用できないリンクは無効になっています。

IMA リンクの
シャットダウン

DSL グループのアクティブなリンクを無効にするには、リンク番号の横に
あるチェック ボックスを選択します。

無効になっているリンクを有効にするには、リンク番号の横にあるチェッ
ク ボックスの選択を解除します。

表 7-7 4SHDSL コントローラの DSL グループの編集 （続き）

項目 説明
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HWIC-SHDSL コントローラの設定
7-16
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよび

OL-18185-01
第 章8

Wide Area Application Services

シスコの Wide Area Application Services（WAAS）は、WAN 適化および
アプリケーション アクセラレーション ソリューションです。このソ
リューションにより、ブランチ オフィスのサーバ統合、および集中管理
されるアプリケーションのパフォーマンスの向上を実現できるほか、
WAN を介したアプリケーション、ストレージ、およびコンテンツへの 
LAN と同等のアクセスをリモート ユーザに提供できます。

WAAS ソリューションには、次の 3 つの主要なコンポーネントがありま
す。

 • Wide Area Engine Edge ― WAE-E。エッジ WAE はクライアント上にイ
ンストールされます。WAE-E はリモート サイトや支店のクライアン
ト要求を処理するファイル キャッシング デバイスです。このデバイス
は各ブランチ オフィスまたはリモート キャンパスに配備され、ファイ
ル サーバやプリント サーバの代わりに使用されます。また、リモート 
データセンターにあるデータのキャッシュされたビューへの LAN と
同等の高速な読み書きアクセスをローカル クライアントに提供しま
す。

 • Wide Area Engine Core ― WAE-C。データセンターのサーバ上にインス
トールされるコア WAE コンポーネント。WAE-C は 1 つ以上のネット
ワーク接続ストレージ（NAS）デバイスに直接接続されます。コア 
WAE は、データセンターのファイル サーバと、データセンターを企
業のリモート サイトやブランチ オフィスに接続する WAN との間に配
置されます。エッジ WAE から受け取った要求は、コア WAE によって
元のファイル サーバ プロトコルに変換され、適切なファイル サーバ
に転送されます。データセンターのコア WAE は、負荷分散および
フェールオーバー サポートを提供できます。
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 • Web Cache Communication Protocol ― WCCP。1 つ以上のルータまたは
レイヤ 3 スイッチと、1 つ以上のアプリケーション アプライアンス、
Web キャッシュ、および他のプロトコルのキャッシュとのインタラク
ションを指定するシスコ プロトコルです。インタラクションの目的
は、ルータのグループからアプライアンスのグループに流れる、選択
したタイプのトラフィックの透過的なリダイレクションを確立および
維持することです。どのタイプの TCP トラフィックもリダイレクトで
きます。

この章では、WAAS の設定画面に関するヘルプ トピックを紹介します。
この章の内容は次のとおりです。

 • WAAS 接続の設定

 • WAAS のリファレンス

WAAS 接続の設定
WAAS を設定するには、WAAS ネットワーク インターフェイス モジュー
ルがルータにインストールされている必要があります。

WAAS 接続を設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] をクリックします。

手順 2 Cisco CP のタスクバーで、[ インターフェイスと接続 ] をクリックします。

手順 3 [ インターフェイス / 接続の編集 ] タブの横にある [NM-WAAS] タブをク
リックします。

手順 4 [ 設定の編集 ] をクリックして、WAAS ネットワーク モジュールのルータを
設定します。

a. [Integrated Service Engine] タブで必要な情報を入力します。詳細につ
いては、「Integrated Service Engine」を参照してください。

b. [WCCP] をクリックし、[WCCP] タブで必要な情報を入力します。詳
細については、「WCCP」を参照してください。

手順 5 [OK] をクリックして、[NM-WAAS] タブに戻ります。
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手順 6 [設定の編集] 画面で [コマンドをルータに配信する前にプレビューする] を
選択した場合は、送信する Cisco IOS CLI コマンドが表示されます。ルー
タに設定を送信する場合は [ 配信 ] を、この設定を破棄する場合は [ キャン
セル ] をクリックします。この設定を行わなかった場合、[OK] をクリック
すると、ルータに設定が送信されます。

手順 7 [ ツール ] メニューの [Telnet] をクリックします。

手順 8 ルータのユーザ名とパスワードを入力します。

手順 9 必要に応じて、enable コマンドを入力して Enter キーを押し、enable パス
ワードを指定します。

手順 10 Cisco IOS コマンド プロンプトで、次のコマンドを入力します。

Router# configure terminal
Router(config)# wccp router-list 1 default_gateway
Router(config)# wccp tcp-promiscuous router-list-num 1
Router(config)# wccp version 2 
Router(config)# end

default_gateway は、CM へのルートを提供するルータの IP アドレスに置き
換えてください。

手順 11 [NM-WAAS] タブで [ 登録 ] をクリックします。

a. WAAS CM の IP アドレスを入力します。

b. 登録要求を送信するインターフェイスを選択します。選択するイン
ターフェイスには、WAAS CM ネットワークへのルートが設定されて
いる必要があります。

c. [OK] をクリックします。ユーザ名とパスワードのダイアログ ボック
スが表示されます。

d. CM へのログインに必要なユーザー名とパスワードを入力します。

登録が完了すると、画面の上部にある HTTPS リンクに CM の IP アドレス
が挿入されます。リンクは次のようになります。

https://10.44.160.66:8443

手順 12 HTTPS リンクをクリックし、CM にログインします。Cisco Wide Area 
Application Services のホーム画面が表示されます。

手順 13 ホーム画面の [Active Alarms] タブで、ルータの WAAS NM の IP アドレス
を探します。たとえば、ルータの WAAS NM の IP アドレスが 10.10.10.1 で
ある場合、[Active Alarms] タブでその IP アドレスを探します。
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手順 14 ルータの WAAS NM のアラーム情報にカーソルを置きます。カーソルの横
にコンテキスト メニューが表示されます。

手順 15 コンテキスト メニューから、[Activate Device] を選択します。

手順 16 Cisco Wide Area Application Services のホーム画面で [Devices] をクリックし
ます。このタブは画面の左上隅にあります。

手順 17 [Devices] タブで、WAAS NM のエントリの左側にある [ 編集 ] アイコンをク
リックします。このアイコンはデバイス名の左側にあります。

手順 18 [Contents] ペインで [Activation] をクリックします。

手順 19 [Device Activation] 画面で、[Activate] および [Create a new location] を選択
します。

手順 20 [Device Activation] 画面の下部にある [Submit] をクリックします。

手順 21 もう一度 [Devices] をクリックして、登録されているすべてのデバイスの
ステータスを表示します。

手順 22 ルータの WAAS NM の IP アドレスが表示されているエントリを探します。

手順 23 そのエントリの [CMS Status] カラムと [Device Status] カラムを確認します。
CMS ステータスは「Online」でなければなりません。デバイス ステータ
スは信号機で示されます。信号機は緑でなければなりません。

手順 24 WAAS NM をアクティブにできなかった場合は、設定を確認し、問題を修
正してください。

WAAS のリファレンス
次のセクションでは、WAAS の設定画面について説明します。

 • NM-WAAS

 • Integrated Service Engine

 • WCCP

 • Central Manager 登録
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第 8 章     Wide Area Application Services
WAAS のリファレンス 
NM-WAAS
WAAS ネットワーク モジュールがルータにインストールされている場合、
[NM-WAAS] タブが表示されます。このタブには、WAAS の現在のステー
タスと設定が表示されます。このタブから WAAS の設定画面に移動し、
WAAS CM にログインして、ルータの WAAS NM をアクティブにできま
す。

ルータの WAAS を設定するには、次の手順に従ってください。

1. [NM-WAAS] タブで [ 設定の編集 ] をクリックし、[Integrated Service 
Engine] タブと [WCCP] タブで必要な情報を入力します。

2. Cisco CP の [ ツール ] メニューから [TelnetCisco CP] を選択し、ルータ
にログインして、ルータ プロンプトで次のコマンドを入力します。

Router# configure terminal
Router(config)# wccp router-list 1 default_gateway
Router(config)# wccp tcp-promiscuous router-list-num 1
Router(config)# wccp version 2 
Router(config)# end

default_gateway は、CM へのルートを提供するルータの IP アドレスに
置き換えてください。

3. [NM-WAAS] タブで [ 登録 ] をクリックし、CM へのアクセスに使用す
る CM の IP アドレスとプライマリ インターフェイスを入力します。
ユーザ名とパスワードのダイアログ ボックスが表示されます。

4. ユーザ名とパスワードを入力して、ルータの WAAS NM を CM に登録
します。登録が完了すると、画面の上部にある HTTPS リンクに CM 
の IP アドレスが挿入されます。リンクは次のようになります。

https://10.44.160.66:8443

5. [NM-WAAS] タブで、HTTPS リンクをクリックして CM にログインし
ます。

6. CM を使用して、ルータの WAAS NM をアクティブにします。

これらの作業の詳細については、「WAAS 接続の設定」を参照してくださ
い。

関連リンク

 • WAAS 接続の設定
8-5
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 8 章     Wide Area Application Services          
WAAS のリファレンス
フィールド リファレンス

表 8-1 に、[NM-WAAS] タブに表示される情報を示します。

表 8-1 [NM-WAAS] タブ  

項目 説明

WAAS の登録ステータス 次のいずれかが表示されます。

 • [ アクティブ ] ― エッジ WAE は、WAAS Central 
Manager に登録されています。エッジ WAE が登録
されている場合は緑のアイコンが表示されます。

 • [ 非アクティブ ] ― エッジ WAE は、WAAS Central 
Manager に登録されていません。エッジ WAE が登
録されていない場合は赤のアイコンが表示されま
す。

登録 CM にログインして、エッジ WAE をルータに登録する
場合、[ 登録 ] をクリックします。

注 WAAS NM を設定し、このヘルプ トピックの
初に記載されている Cisco IOS CLI コマンドを入
力するまでは、登録しないでください。

更新 登録ステータスを更新する場合、[ 更新 ] をクリックしま
す。ユーザ名とパスワードのダイアログ ボックスが表
示され、CM にログインできます。

WAAS デバイスを設定するには、下
のリンクをクリックして Central を
起動します。

Central Manager デバイス マネージャを起動する場合、
表示されているリンクをクリックします。

WAAS の設定

WAAS インターフェイス WAAS ネットワーク モジュールの名前（Integrated 
Service Engine 0/0 など）。

ルータの IP アドレス サービス モジュールへのルータ インターフェイスの IP 
アドレス。リダイレクト インターフェイスの IP アドレ
スです。

サービス モジュール IP アドレス サービス モジュールに割り当てられている内部 IP アド
レス。
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WAAS のリファレンス 
Integrated Service Engine
この画面では、ルータ、WAAS サービス モジュール、およびサービス モ
ジュールが使用するゲートウェイの設定を入力します。

サービス モジュール外部 IP アドレ
ス

（オプション）。サービス モジュールに割り当てられて
いる外部 IP アドレス。

デフォルト ゲートウェイ サービス モジュールが使用するデフォルト ゲートウェ
イの IP アドレス。

WCCP プロトコルの設定

バージョン 使用されている WCCP プロトコルのバージョン
（WCCP バージョン 2 など）。

内部インターフェイス WCCP 内部インターフェイスに使用されているルータ 
インターフェイスの名前。このインターフェイスは 
LAN に接続されています。

外部インターフェイス WCCP 外部インターフェイスに使用されているルータ 
インターフェイスの名前。このインターフェイスは 
WAN に接続されています。

リダイレクト インターフェイス WAAS サービス モジュールにトラフィックをリダイレ
クトするルータ インターフェイス。このインターフェ
イスは、リダイレクション ループを回避するように設
定されています。

ボタン

設定の編集 [ 設定の編集 ] をクリックすると、ダイアログ ボックス
が表示され、Integrated Service Engine の設定および 
WCCP の設定を変更できます。

削除 [ 削除 ] をクリックすると、現在の WAAS 設定が削除さ
れます。

リロード [ リロード ] をクリックすると、この画面の情報が更新さ
れます。

表 8-1 [NM-WAAS] タブ  （続き）

項目 説明
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第 8 章     Wide Area Application Services          
WAAS のリファレンス
フィールド リファレンス

表 8-2 に、この画面の設定フィールドを示します。

表 8-2 [Integrated Service Engine] タブ 

項目 説明

ルータの IP アドレス

IP アドレス WAAS サービス モジュールにトラフィックをリダイレクトす
るルータ インターフェイスの IP アドレスを入力します。

サブネット マスク サブネット マスクを 10 進表記で入力します（255.255.255.0 
など）。または、サブネット ビットの数値を選択します（24 
など）。1 つのフィールドに値を入力すると、他のフィールド
の値が更新されます。たとえば、255.255.255.0 と入力する
と、サブネット ビット フィールドは自動的に更新されて 24 
が表示されます。

サービス モジュール

内部 IP アドレス WAAS ネットワーク モジュールの内部 IP アドレスを入力し
ます。この IP アドレスは、使用しているルータの IP アドレ
スと同じサブネット上になければなりません。たとえば、
ルータの IP アドレスが 10.0.0.20 である場合、サービス モ
ジュールの内部 IP アドレスは 10.0.0.21 などです。

サブネット マスク サブネット マスクを 10 進表記で入力します（255.255.255.0 
など）。または、サブネット ビットの数値を選択します（24 
など）。1 つのフィールドに値を入力すると、他のフィールド
の値が更新されます。たとえば、255.255.255.0 と入力する
と、サブネット ビット フィールドは自動的に更新されて 24 
が表示されます。

外部 IP アドレス （オプション）。WAAS ネットワーク モジュールの外部 IP ア
ドレスを入力します。この IP アドレスは、WAAS CM に接続
するのに必要になることがあります。

サブネット マスク サブネット マスクを 10 進表記で入力します（255.255.255.0 
など）。または、サブネット ビットの数値を選択します（24 
など）。1 つのフィールドに値を入力すると、他のフィールド
の値が更新されます。たとえば、255.255.255.0 と入力する
と、サブネット ビット フィールドは自動的に更新されて 24 
が表示されます。
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WAAS のリファレンス 
WCCP
この画面では、WCCP を設定します。WCCP の設定では、WAAS NM にト
ラフィックをリダイレクトするルータ インターフェイスと、WAAS CM に
関する情報を指定します。

フィールド リファレンス

表 8-3 で、この画面のフィールドについて説明します。

表 8-3 [WCCP] タブのフィールド リファレンス 

項目 説明

WCCP の設定

WCCP 61 リダイレクト NM にリダイレクトするトラフィックを伝送する WAAS LAN 
サブインターフェイスをリストから選択します。選択したイ
ンターフェイスは、[NM-WAAS] タブに内部インターフェイ
スとして表示されます。インターフェイス リストの右側にあ
るリストから [IN] を選択します。

WCCP 62 リダイレクト WAAS NM にリダイレクトするトラフィックを伝送する WAN 
サブインターフェイスをリストから選択します。選択したイ
ンターフェイスは、[NM-WAAS] タブに外部インターフェイ
スとして表示されます。インターフェイス リストの右側にあ
るリストから [IN] を選択します。

WCCP リダイレクトの除外対
象

この設定で使用している Integrated Service Engine を選択して、
ルータが同じトラフィックをローカルの WAE に繰り返しリ
ダイレクトしないように指定します。

デフォルト ゲートウェイ

デフォルト ゲートウェイ IP 
アドレス

WAAS サービス モジュールが使用するデフォルト ゲートウェ
イ ルータの IP アドレスを入力します。

表 8-2 [Integrated Service Engine] タブ （続き）

項目 説明
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第 8 章     Wide Area Application Services          
WAAS のリファレンス
Central Manager 登録

この画面では、WAAS Central Manager への登録を行います。

フィールド リファレンス

表 8-4 で、この画面のフィールドについて説明します。

表 8-4 WAAS Central Manager の登録  

項目 説明

IP アドレス WAAS Central Manager の IP アドレスを入力します。

プライマリ インターフェイス 登録要求を送信するルータ インターフェイスを選択します。
このインターフェイスには、WAAS Central Manager のネット
ワークへのルートが設定されている必要があります。
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第 章9

ファイアウォールの作成 

ファイアウォールは、LAN のリソースを保護するために使用されるルー
ルのセットです。これらのルールによって、ルータに到達するパケットに
フィルタをかけます。ルールで指定された条件を満たさないパケットは廃
棄されます。条件を満たすパケットは、ルールが適用されているインター
フェイスを通過できます。このウィザードを使用すると、一連の画面に表
示される指示に従って LAN のファイアウォールを作成できます。

このウィンドウでは、作成するファイアウォールのタイプを選択します。

注 • Cisco Configuration Professional（Cisco CP）を使用してルータにファイ
アウォールを設定するには、ファイアウォール フィーチャ セットをサ
ポートする Cisco IOS イメージがルータで使用されている必要があり
ます。

 • また、ファイアウォールを設定する前に、LAN と WAN の設定を完了
する必要があります。

基本ファイアウォール

Cisco CP でデフォルト ルールを使用してファイアウォールを作成する場合
にクリックします。ユース ケース シナリオとして、このタイプのファイ
アウォールが使用されている一般的なネットワーク設定が表示されます。
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拡張ファイアウォール

Cisco CP の指示に従ってファイアウォールを設定する場合にクリックしま
す。DMZ ネットワークを作成したり、インスペクション ルールを指定し
たりできます。このオプションを選択すると、ユース ケース シナリオと
して、インターネット用の一般的なファイアウォール設定が表示されま
す。

実行する操作

目的 手順

Cisco CP で自動的にファイアウォール
を作成する。

DMZ ネットワークを設定しない場合、
または外部インターフェイスが 1 つし
か存在しない場合は、このオプション
を選択できる。

[ 基本ファイアウォール ] をクリックする。次に、
[ 選択したタスクを実行する ] をクリックする。

Cisco CP によってルータのインターフェイスを指定
するように指示される。インターフェイスを指定す
ると、Cisco CP のデフォルトのアクセス ルールと
インスペクション ルールを使用してファイア
ウォールが作成される。

Cisco CP の指示に従って拡張ファイア
ウォールを作成する。

ルータに複数の内部インターフェイス
と外部インターフェイスがある場合、
DMZ ネットワークを設定するときは、
このオプションを選択する必要がある。

[ 拡張ファイアウォール ] を選択する。次に、[ 選択
したタスクを実行する ] をクリックする。

デフォルトのインスペクション ルールが表示され、
そのルールをファイアウォールに使用できる。また
は、独自のインスペクション ルールを作成できる。
Cisco CP では、ファイアウォールにデフォルトのア
クセス ルールが使用される。
9-2
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 9 章     ファイアウォールの作成
このウィザードで実行できない操作に
関する情報を入手する。

次のリストからトピックを選択する。

 • ファイアウォール上のアクティビティを表示す
る方法 

 • サポートされていないインターフェイス上で
ファイアウォールを設定する方法 

 • VPN を設定した後にファイアウォールを設定す
る方法 

 • 特定のトラフィックに DMZ インターフェイス
の通過を許可する方法 

 • 新しいネットワークまたはホストからのトラ
フィックを許可するように既存のファイア
ウォールを変更する方法

 • サポートされていないインターフェイスで NAT 
を設定する方法 

 • ファイアウォールに対して NAT パススルーを設
定する方法 

 • Easy VPN コンセントレータへのトラフィック
を、ファイアウォールを通過するように許可す
る方法 

 • ルールをインターフェイスに関連付ける方法

 • アクセス ルールとインターフェイスの関連付け
を解除する方法

 • インターフェイスに関連付けられているルール
を削除する方法

 • Java リストのアクセス リストを作成する方法

 • ルータに送信中の IOS コマンドを表示する方法

 • DMZ ネットワークがない場合のトラフィック
を許可する方法

目的 手順
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基本ファイアウォール設定ウィザード
基本ファイアウォール設定ウィザード
このオプションを選択すると、LAN はデフォルト ファイアウォールで保
護されます。そのためには、次のウィンドウで内部インターフェイスと外
部インターフェイスを指定する必要があります。設定を開始するには、
[ 次へ ] をクリックします。

基本ファイアウォールのインターフェイス設定

ファイアウォールが正しいインターフェイスに適用されるように、ルータ
のインターフェイスを指定します。

外部インターフェイス

インターネットまたは組織の WAN に接続されるルータ インターフェイス
を選択します。

注 Cisco CP へのアクセスに使用したインターフェイスを外部インターフェイ
スとして選択しないでください。選択すると、Cisco CP との接続が切断さ
れます。そのインターフェイスはファイアウォールで保護されるため、
ファイアウォール ウィザードの終了後は、外部インターフェイスから 
Cisco CP を起動できなくなります。

アウトバウンド インターフェイスからのセキュアな Cisco CP アクセスを許可チェック ボッ
クス

ファイアウォール外部のユーザが Cisco CP を使用してルータにアクセスで
きるようにする場合は、このチェック ボックスを選択します。このウィ
ザードによって、ホストの IP アドレスまたはネットワーク アドレスを指
定できる画面が表示されます。ファイアウォールは、指定したアドレスへ
のアクセスを許可するように変更されます。ネットワーク アドレスを指
定した場合、そのネットワークにあるホストすべてが、ファイアウォール
経由で許可されます。
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拡張ファイアウォール設定ウィザード
内部インターフェイス

LAN に接続する物理インターフェイスと論理インターフェイスを選択し
ます。複数のインターフェイスを選択できます。

リモート アクセス用ファイアウォールの設定

ファイアウォールを作成すると、リモート管理者が必要とするルータへの
アクセスまでブロックされてしまうことがあります。リモート管理アクセ
スに使用するルータ インターフェイス、およびルータ管理のために管理
者が Cisco CP にログオンする起点となるホストを指定できます。ファイア
ウォールは、指定したホストまたはネットワークからのセキュアなリモー
ト アクセスを許可するように変更されます。

外部インターフェイスの選択

拡張ファイアウォール ウィザードを使用する場合、ユーザが Cisco CP を
起動する際に経由するインターフェイスを選択します。このフィールド
は、基本ファイアウォール ウィザードには表示されません。

送信元ホスト / ネットワーク

単一ホストからのファイアウォール経由アクセスを許可する場合は、[ ホ
スト アドレス ] を選択して、ホストの IP アドレスを入力します。ネット
ワーク上のホストによるファイアウォール経由のアクセスを許可するに
は、[ ネットワーク アドレス ] を選択して、そのネットワークとサブネット 
マスクのアドレスを入力します。ホストやネットワークは、指定したイン
ターフェイスからアクセス可能でなければなりません。[ 任意 ] を選択し
て、指定したインターフェイスに接続されている任意のホストからネット
ワークへのセキュア アクセスを許可します。

拡張ファイアウォール設定ウィザード
Cisco CP では、ルータのインターフェイスに関する情報、DMZ ネット
ワークを設定するかどうか、およびファイアウォールで使用するルールを
指定して、インターネット ファイアウォールを作成できます。

設定を開始するには、[ 次へ ] をクリックします。
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拡張ファイアウォール設定ウィザード
拡張ファイアウォールのインターフェイス設定 
ルータの内部 / 外部インターフェイスと DMZ ネットワークに接続するイ
ンターフェイスを指定します。

[ 外部 ] または [ 内部 ] を選択して、各インターフェイスを外部インターフェ
イスまたは内部インターフェイスとして指定します。外部インターフェイ
スは、組織の WAN またはインターネットに接続します。内部インター
フェイスはローカル LAN に接続します。

アウトバウンド インターフェイスからのセキュアな Cisco CP アクセスを許可チェック ボッ
クス

ファイアウォール外部のユーザが Cisco CP を使用してルータにアクセスで
きるようにする場合は、このチェック ボックスを選択します。ホストの 
IP アドレスまたはネットワーク アドレスを指定できる、ウィザードの画
面が表示されます。ファイアウォールは、指定したアドレスへのアクセス
を許可するように変更されます。ネットワーク アドレスを指定した場合、
そのネットワークにあるホストすべてが、ファイアウォール経由で許可さ
れます。

DMZ インターフェイス

DMZ ネットワークが存在する場合は、そのネットワークに接続するルー
タ インターフェイスを選択します。DMZ ネットワークは、外部ネット
ワークから送信されたトラフィックを隔離するために使用される緩衝地帯
です。DMZ ネットワークがある場合は、そのネットワークに接続するイ
ンターフェイスを選択します。

拡張ファイアウォールの DMZ サービス設定

このウィンドウでは、DMZ の内部で使用可能なサービスをルータの外部
インターフェイスからも使用可能にする場合に、そのサービスを指定する
ルール エントリを表示できます。指定されたサービス タイプのトラ
フィックは、外部インターフェイス経由で DMZ ネットワークに入ること
を許可されます。
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DMZ サービス設定

このエリアには、ルータに設定されている DMZ サービス エントリが表示
されます。

開始 IP アドレス

DMZ ネットワーク内のホストを指定する範囲内の 初の IP アドレスで
す。

終了 IP アドレス

DMZ ネットワーク内のホストを指定する範囲内の 後の IP アドレスで
す。このカラムに値が表示されない場合は、[ 開始 IP アドレス ] カラムの 
IP アドレスが DMZ ネットワーク内で唯一のホストに割り当てられている
と考えられます。 大 254 台のホストを範囲で指定できます。

サービス タイプ

サービスのタイプです。値は、[ 転送制御プロトコル (TCP)] または [ ユー
ザ データグラム プロトコル (UDP)] のどちらかになります。

サービス

Telnet、FTP などのサービス名、またはプロトコル番号です。

DMZ サービス エントリを設定するには

[ 追加 ] をクリックし、[DMZ サービス設定 ] ウィンドウでエントリを作成
します。

DMZ サービス エントリを編集するには

サービス エントリを選択して [ 編集 ] をクリックします。次に、[DMZ サー
ビス設定 ] ウィンドウでエントリを編集します。

DMZ サービス設定

このウィンドウでは、DMZ サービス エントリを作成または編集します。
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拡張ファイアウォール設定ウィザード
ホスト IP アドレス

アドレス範囲を入力して、このエントリを適用する DMZ 内のホストを指
定します。指定した TCP または UDP サービスのトラフィックは、ファイ
アウォールによってこれらのホストへの到達を許可されます。

開始 IP アドレス

範囲内の 初の IP アドレスを入力します。たとえば、172.20.1.1 と入力し
ます。ネットワーク アドレス変換（NAT）が有効になっている場合は、
NAT で変換されたアドレス（内部グローバル アドレスと呼ばれる）を入
力する必要があります。

終了 IP アドレス

範囲内の 後の IP アドレスを入力します。たとえば、172.20.1.254 と入力
します。NAT が有効になっている場合は、NAT で変換されたアドレスを
入力する必要があります。

サービス

TCP
TCP サービスのトラフィックを許可する場合にクリックします。

UDP
UDP サービスのトラフィックを許可する場合にクリックします。

サービス

サービス名または番号を入力します。名前または番号がわからない場合
は、ボタンをクリックして、表示されるリストからサービスを選択しま
す。

アプリケーション セキュリティ設定

Cisco CP には、アプリケーション セキュリティ ポリシーがあらかじめ設
定されており、ネットワークの保護に利用できます。スライダ バーを使
用して目的のセキュリティ レベルを選択し、そのレベルで実現するセ
キュリティの説明を表示します。ウィザードの要約画面には、ポリシー名

（SDM_HIGH、SDM_MEDIUM、SDM_LOW のいずれか）およびポリシー
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拡張ファイアウォール設定ウィザード
の設定ステートメントが表示されます。また、[ アプリケーション セキュ
リティ ] タブをクリックしてポリシーの名前を選択すると、ポリシーの詳
細を表示することもできます。

コマンドのプレビュー ボタン

このポリシーを設定する IOS コマンドを表示する場合にクリックします。

カスタム アプリケーション セキュリティ ポリシー ボタン

このボタンと [ ポリシー名 ] フィールドは、拡張ファイアウォール ウィ
ザードを終了する場合に表示されます。このオプションは、独自のアプリ
ケーション セキュリティ ポリシーを作成する場合に選択します。ポリ
シーがすでに存在する場合は、このフィールドに名前を入力するか、右側
のボタンをクリックして [ 既存のポリシーを選択 ] を選択し、ポリシーを選
択します。ポリシーを作成するには、このボタンをクリックして [ 新しい
ポリシーを作成 ] を選択し、表示されたダイアログでポリシーを作成しま
す。

ドメイン ネーム サーバの設定

アプリケーション セキュリティが機能するためには、少なくとも 1 つの 
DNS サーバの IP アドレスをルータに設定する必要があります。[DNS ベー
スのホスト名からアドレスへの変換を有効にする ] をクリックして、プラ
イマリ DNS サーバを指定します。セカンダリ DNS サーバが使用可能な場
合は、[ セカンダリ DNS サーバ ] フィールドにその IP アドレスを入力しま
す。

ここで入力した IP アドレスは、[DNS プロパティ] ウィンドウの [ 追加タス
ク ] に表示されます。

URL フィルタ サーバ設定

URL フィルタ サーバでは、ルータのコンフィギュレーション ファイルに
比べて、はるかに多くの URL フィルタリング情報を格納し、管理できま
す。ネットワークに URL フィルタ サーバが配置されている場合は、それ
らのサーバを使用するようにルータを設定できます。追加の URL フィル
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拡張ファイアウォール設定ウィザード
タ サーバ パラメータを設定するには、[ 設定 ] > [ セキュリティ（詳細設
定）] > [URL フィルタリング ] > [URL フィルタ サーバ ] の順に選択します。
詳細については、「URL フィルタリング」を参照してください。

URL フィルタ サーバからの HTTP リクエストをフィルタ

URL フィルタ サーバによる URL フィルタリングを有効にするには、
[URL フィルタ サーバからの HTTP リクエストをフィルタ ] チェック ボッ
クスを選択します。

URL フィルタ サーバ タイプ

Cisco CP は、Secure Computing URL フィルタ サーバおよび Websense URL 
フィルタ サーバをサポートしています。[Secure Computing] または 
[Websense] のいずれかを選択して、ネットワーク上の URL フィルタ サー
バのタイプを指定します。

IP アドレス / ホスト名

URL フィルタ サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

インターフェイス ゾーンの選択

このウィンドウは、設定中のルータ インターフェイス以外のルータ イン
ターフェイスが、ゾーンベースのポリシー ファイアウォールのセキュリ
ティ ゾーンのメンバである場合に表示されます。このトピックの詳細に
ついては、「ゾーンベースのポリシー ファイアウォール」を参照してくだ
さい。

ゾーンの選択

インターフェイスをメンバにするセキュリティ ゾーンを選択します。イ
ンターフェイスをゾーンに割り当てないと、トラフィックがそのインター
フェイスを通過しない可能性が高くなります。
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ZPF インサイドゾーン

ジェネリック ルーティング カプセル化（GRE）トンネルに使用されるイ
ンターフェイスが含まれるゾーンは、GRE トラフィックがファイア
ウォールを通過するように、内部（信頼できる）ゾーンとして指定する必
要があります。

このウィンドウには、設定されているゾーンとそのメンバのインターフェ
イスが一覧表示されます。ゾーンを内部ゾーンとして指定するには、その
ゾーンの行内の [ 内部 ] カラムを選択します。

音声設定

ルータのファイアウォール ポリシーに音声トラフィックを含めるには、
この画面で必要な情報を指定します。

フィールド リファレンス

表 9-1 で、この画面のフィールドについて説明します。

表 9-1 音声設定のフィールド 

項目 説明

音声設定を有効にする [ 音声設定を有効にする ] を選択して、この画面の他のフィー
ルドを有効にします。

インターフェイス ルータ インターフェイスの名前（GigabitEthernet0/1 など）で
す。

外部 インターフェイスを使用して WAN に接続する場合は、その
インターフェイスの横にある [外部 ] チェック ボックスを選択
します。

内部 インターフェイスを使用して LAN または他の内部ネットワー
クに接続する場合は、そのインターフェイスの横にある [ 内
部 ] チェック ボックスを選択します。
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要約

この画面には、ファイアウォール情報の要約が表示されます。この画面で
情報を確認したり、[ 戻る ] ボタンでウィザードの任意の画面に戻って設定
を変更したりできます。

要約画面では、平易な言葉で設定内容が説明されています。

内部インターフェイス

このウィザード セッションで内部インターフェイスとして指定したルー
タの論理インターフェイスと物理インターフェイスが IP アドレスととも
に表示されます。またその下に、内部インターフェイスに適用される設定
ステートメントごとに、平易な言葉による説明が表示されます。その例を
次に示します。

Inside(trusted) Interfaces:
FastEthernet0/0 (10.28.54.205)
Apply access rule to the inbound direction to deny spoofing traffic.

回線側プロトコルを選択 回線側プロトコルは、ネットワーク上の電話機との間でトラ
フィックを送受信する場合に使用されるプロトコルです。次
のいずれかのオプションを選択します。

 • SIP ― Session Initiation Protocol。

 • SCCP ― スキニー クライアント制御プロトコル。

トランク側プロトコルを選択 トランク側プロトコルは、インターネット上でトラフィック
を送信する場合に使用されるプロトコルです。次のいずれか
のオプションを選択します。

 • SIP ― Session Initiation Protocol。
 • H.323

音声トラフィックのロギング
を有効にする

音声トラフィックに関連するロギング メッセージを監視画面
に表示するには、[ 音声トラフィックのロギングを有効にす
る ] チェック ボックスを選択します。これらのメッセージを
表示するには、Cisco CP ツールバーで [ 監視 ] をクリックし、
[ ファイアウォール ] をクリックします。

表 9-1 音声設定のフィールド （続き）

項目 説明
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Apply access rule to the inbound direction to deny traffic sourced 
from broadcast, local loopback address.
Apply access rule to the inbound direction to permit all other 
traffic.
Apply application security policy SDM_HIGH to the inbound direction.

この例で示すのは、このインターフェイス上のインバウンド トラフィッ
クに適用される Cisco CP アプリケーション セキュリティ ポリシー 
SDM_HIGH です。

外部インターフェイス

このウィザード セッションで外部インターフェイスとして指定したルー
タの論理インターフェイスと物理インターフェイスが IP アドレスととも
に表示されます。またその下に、外部インターフェイスに適用される設定
ステートメントごとに、平易な言葉による説明が表示されます。その例を
次に示します。

FastEthernet0/1 (142.120.12.1)
Turn on unicast reverse path forwarding check for non-tunnel 
interfaces.
Apply access rule to the inbound direction to permit IPSec tunnel 
traffic if necessary.
Apply access rule to the inbound direction to permit GRE tunnel 
traffic for interfaces if necessary.
Apply access rule to the inbound direction to permit ICMP traffic.
Apply access rule to the inbound direction to permit NTP traffic if 
necessary.
Apply access rule to the inbound direction to deny spoofing traffic.
Apply access rule to the inbound direction to deny traffic sourced 
from broadcast, local loopback and private address.
Apply access rule to the inbound direction to permit service traffic 
going to DMZ interface.
Service ftp at 10.10.10.1 to 10.10.10.20
Apply access rule to the inbound direction to permit secure SDM access 
from 140.44.3.0 255.255.255.0 host/network
Apply access rule to the inbound direction to deny all other traffic.

この設定では、逆方向パス転送機能が有効になり、検証可能な送信元 IP 
アドレスのないパケットをルータが破棄でき、10.10.10.1 ～ 10.10.10.20 の 
DMZ アドレスへの ftp トラフィックが許可されます。
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DMZ インターフェイス

拡張ファイアウォールを設定している場合は、指定した DMZ インター
フェイスがその IP アドレスとともに表示されます。また、このインター
フェイスに関連付けられているアクセス ルールとインスペクション ルー
ルが下に表示されます。その例を次に示します。

FastEthernet (10.10.10.1)
Apply CBAC inspection rule to the outbound direction
Apply access rule to the inbound direction to deny all other traffic.

この設定をルータの実行コンフィギュレーションに保存してウィザードを終了するには

[ 完了 ] をクリックします。設定の変更がルータの実行コンフィギュレー
ションに保存されます。変更はすぐに有効になりますが、ルータの電源を
切ると失われます。

[ ユーザ プリファレンス ] ウィンドウで [ コマンドをルータに配信する前に
プレビューする ] チェック ボックスを選択した場合は、[ 設定をルータに配
信する ] ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、ルータに配信す
る CLI コマンドを確認できます。

Cisco CP 警告：Cisco CP アクセス

このウィンドウは、Cisco CP が外部インターフェイスからルータにアクセ
スできるように設定されている場合に表示されます。この警告では、SSH 
と HTTPS が設定されていること、および外部インターフェイスとして指
定されている 1 つ以上のインターフェイスが静的 IP アドレスで設定され
ていることを確認するよう通知されます。これらの設定を確認するには、
外部インターフェイスが静的 IP アドレスで設定されていることを確認し
てから、そのインターフェイスに管理ポリシーを関連付ける必要がありま
す。

外部インターフェイスが静的 IP アドレスで設定されていることの確認

外部インターフェイスが静的 IP アドレスで設定されているかどうかを確
認する手順は、次のとおりです。

手順 1 [設定] > [ルータ] > [インターフェイスと接続] > [インターフェイス /接続の
編集 ] の順にクリックします。
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手順 2 [ インターフェイス リスト ] 表の [IP] カラムで、外部インターフェイスに静
的 IP アドレスが設定されているかどうかを確認します。

手順 3 静的 IP アドレスが設定された外部インターフェイスがない場合は、[ 編集 ] 
をクリックし、インターフェイスの IP アドレス情報を再設定できるダイ
アログを表示します。

静的 IP アドレスが設定された外部インターフェイスがある場合は、その
インターフェイスの名前をメモして、次の手順を実行します。

SSH と HTTPS の設定

ルータに SSH および HTTPS の管理ポリシーを設定する手順は、次のとお
りです。

手順 1 [設定] > [ルータ] > [ルータ アクセス] > [管理アクセス] の順にクリックしま
す。

手順 2 管理ポリシーがない場合は、[ 追加 ] をクリックします。既存の管理ポリ
シーを編集する場合は、そのポリシーを選択して、[ 編集 ] をクリックしま
す。

注 管理ポリシーを編集する場合は、そのポリシーを、静的 IP アドレ
スが設定されたインターフェイスに関連付ける必要があります。

手順 3 表示されるダイアログの [ 送信元ホスト / ネットワーク ] ボックスに、アド
レス情報を入力します。入力する IP アドレス情報には、ルータの管理に
使用する PC の IP アドレスを含める必要があります。

手順 4 [ 管理インターフェイス ] ボックスで、静的 IP アドレスが設定された外部
インターフェイスを選択します。このインターフェイスには、[ 送信元ホ
スト / ネットワーク ] ボックスに指定した IP アドレスへのルートが設定さ
れている必要があります。

手順 5 [ 管理プロトコル ] ボックスで、[SDM を許可する ] チェック ボックスを選
択します。

手順 6 [HTTPS] および [SSH] チェック ボックスを選択して、これらのプロトコル
を許可します。

手順 7 [OK] をクリックして、ダイアログを閉じます。
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その他の手順
手順 8 管理アクセス ポリシーが表示されているウィンドウの [ 変更の適用 ] をク
リックします。

その他の手順
ここでは、ウィザードで設定できないタスクの手順を示します。

ファイアウォール上のアクティビティを表示する方法

ファイアウォール上のアクティビティは、ログ エントリの作成を通じて
監視されます。ルータでロギングが有効になっている場合は、ログ エン
トリを生成するように設定されているアクセス ルールが呼び出されるた
びに（たとえば、拒否された IP アドレスからの接続試行のたびに）ログ 
エントリが生成され、そのエントリを監視モードで表示できます。

ロギングを有効にする

ファイアウォールのアクティビティを表示するには、まずルータでロギン
グを有効にします。ロギングを有効にするには、次の手順に従ってくださ
い。

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ ルータ ] > [ ロギング ] の順に選択します。

手順 2 [ 編集 ] をクリックします。

手順 3 [ シスログ（Syslog）] 画面で [ バッファへのロギング ] を選択します。

手順 4 [ バッファ サイズ ] フィールドに、ロギング バッファに使用するルータの
メモリ容量を入力します。デフォルト値は 4,096 バイトです。バッファ サ
イズが大きいほど格納されるログ エントリは多くなります。ただし、ロ
ギング バッファを大きくする必要性とルータ パフォーマンスが低下する
可能性を考慮して、両方のバランスをとる必要があります。

手順 5 [OK] をクリックします。
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その他の手順
ログ エントリを生成するアクセス ルールを指定する

ロギングを有効にしたら、ログ エントリを生成するアクセス ルールを指
定する必要があります。ログ エントリを生成するアクセス ルールを設定
するには、次の手順に従ってください。

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ACL エディタ ] の順に選択します。

手順 2 [ アクセス ルール ] をクリックします。

画面の右上の表に各アクセス ルールが表示されます。右下の表には、
ルールによって許可または拒否される特定の送信元 IP アドレス、宛先 IP 
アドレス、およびサービスが表示されます。

手順 3 右上の表で変更するルールを選択します。

手順 4 [ 編集 ] をクリックします。

[ ルールの編集 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 5 [ ルール エントリ ] フィールドに、ルールによって許可または拒否される送
信元 IP、宛先 IP、およびサービスの各組み合わせが表示されます。ログ 
エントリを生成するように設定するルール エントリをクリックします。

手順 6 [ 編集 ] をクリックします。

手順 7 [ ルール エントリ ] ダイアログ ボックスで、[ このエントリに一致した場合
にログ ] チェック ボックスを選択します。

手順 8 [OK] をクリックして、表示されているダイアログ ボックスを閉じます。

これで、変更したルール エントリで定義されている IP アドレス範囲と
サービスからの接続試行のたびに、ログ エントリが生成されるようにな
ります。

手順 9 ログ エントリを生成するように設定する各ルール エントリに対して手順 4 
～ 8 を繰り返します。

ロギングの設定が完了したら、次の手順に従ってファイウォールのアク
ティビティを表示します。

手順 1 機能バーで、[ 監視 ] > [ セキュリティ ] の順に選択します。

手順 2 [ ファイアウォール ステータス ] を選択します。
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その他の手順
[ ファイアウォール統計情報 ] で、ファイアウォールが設定されていること
を確認したり、拒否した接続試行の回数を表示したりできます。

表に、ファイアウォールによって生成された各ルータ ログ エントリが表
示され、ログ エントリが生成された時間と理由が示されます。

サポートされていないインターフェイス上でファイア
ウォールを設定する方法

Cisco CP では、サポートされていないタイプのインターフェイスにファイ
アウォールを設定できます。ファイアウォールを設定する前に、まずルー
タ CLI を使用して、インターフェイスを設定する必要があります。イン
ターフェイスには、少なくとも IP アドレスを設定する必要があり、また、
機能していなければなりません。CLI を使用してインターフェイスを設定
する方法については、ルータのソフトウェア設定ガイドを参照してくださ
い。

接続が機能していることを確認するには、[ インターフェイスと接続 ] ウィ
ンドウでインターフェイスのステータスが [稼働] になっていることを確認
します。

次の例は、Cisco 3620 ルータにおける ISDN インターフェイスの設定の一
部です。

!
isdn switch-type basic-5ess
!
interface BRI0/0
!  This is the data BRI WIC
 ip unnumbered Ethernet0/0
 no ip directed-broadcast
 encapsulation ppp
 no ip mroute-cache
 dialer map ip 100.100.100.100 name junky 883531601
 dialer hold-queue 10
 isdn switch-type basic-5ess
 isdn tei-negotiation first-call
 isdn twait-disable
 isdn spid1 80568541630101 6854163
 isdn incoming-voice modem
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その他の手順
その他の設定については、ルータのソフトウェア設定ガイドを参照してく
ださい。

CLI を使用してサポートされていないインターフェイスを設定した後で、
Cisco CP を使用してファイアウォールを設定できます。サポートされてい
ないインターフェイスは、ルータ インターフェイスを表示するフィール
ドに [ その他 ] として表示されます。

VPN を設定した後にファイアウォールを設定する方法

VPN で使用されているインターフェイスにファイアウォールを設定する
場合は、ファイアウォールでローカル VPN ピアとリモート VPN ピア間の
トラフィックを許可する必要があります。基本または拡張ファイアウォー
ル ウィザードを使用すると、VPN ピア間のトラフィック フローが Cisco 
CP によって自動的に許可されます。

[ 追加タスク ] から利用できる ACL エディタでアクセス ルールを作成する
場合は、ユーザ自身が許可と拒否のステートメントをルールに含めるた
め、VPN ピア間のトラフィックを許可する必要があります。次のステー
トメントは、VPN トラフィックを許可するために設定に含める必要があ
るステートメント タイプの例です。

access-list 105 permit ahp host 123.3.4.5 host 192.168.0.1
access-list 105 permit esp host 123.3.4.5 host 192.168.0.1
access-list 105 permit udp host 123.3.4.5 host 192.168.0.1 eq isakmp
access-list 105 permit udp host 123.3.4.5 host 192.168.0.1 eq 
non500-isakmp

特定のトラフィックに DMZ インターフェイスの通過を許
可する方法

DMZ ネットワーク上の Web サーバへのファイアウォール経由のアクセス
を設定するには、次の手順に従ってください。

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ ファイアウォールと ACL] の順に
選択します。

手順 2 [ 拡張ファイアウォール ] を選択します。

手順 3 [ 選択したタスクを実行する ] をクリックします。
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その他の手順
手順 4 [ 次へ ] をクリックします。

[ 拡張ファイアウォールのインターフェイス設定 ] 画面が表示されます。

手順 5 [ インターフェイス ] の表で、ファイアウォールの内部のネットワークに接
続するインターフェイスとファイアウォールの外部のネットワークに接続
するインターフェイスを選択します。

手順 6 [DMZ インターフェイス ] フィールドで、DMZ ネットワークに接続するイ
ンターフェイスを選択します。

手順 7 [ 次へ >] をクリックします。

手順 8 [IP アドレス ] フィールドに、Web サーバの IP アドレスまたは IP アドレス
範囲を入力します。

手順 9 [ サービス ] フィールドから [TCP] を選択します。

手順 10 [ ポート ] フィールドに、80 または www と入力します。

手順 11 [ 次へ >] をクリックします。

手順 12 [ 完了 ] をクリックします。

新しいネットワークまたはホストからのトラフィックを
許可するように既存のファイアウォールを変更する方法

新しいネットワークまたはホストからのトラフィックを許可するように
ファイアウォール設定を変更するには、[ ファイアウォール ポリシーの編
集 ] タブを使用します。

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ ファイアウォールと ACL] の順に
選択します。

手順 2 [ ファイアウォール ポリシーの編集 ] タブをクリックします。

手順 3 トラフィック選択パネルで送信元インターフェイスと宛先インターフェイ
スを選択し、ファイアウォールが適用されているトラフィック フローを
指定して [ 実行 ] をクリックします。指定したトラフィック フローにファ
イアウォールが適用されている場合は、ルータの図にファイアウォール 
アイコンが表示されます。変更する必要があるアクセス ルールが指定し
たトラフィック フローに表示されない場合は、別の送信元インターフェ
イスまたは宛先インターフェイスを選択します。
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その他の手順
手順 4 [ サービス ] エリアでアクセス ルールを確認します。[ 追加 ] ボタンをクリッ
クして新しいアクセス ルール エントリ用のダイアログを表示します。

手順 5 ネットワークへのアクセスを許可するネットワークまたはホストに対して
許可のステートメントを入力します。[ ルール エントリ ] ダイアログで 
[OK] をクリックします。

手順 6 [ サービス ] エリアに新しいエントリが表示されます。

手順 7 必要な場合は、[ 切り取り ] および [ 貼り付け ] ボタンを使用してリスト内の
エントリを並べ替えます。

サポートされていないインターフェイスで NAT を設定す
る方法

Cisco CP では、サポートされていないタイプのインターフェイスにネット
ワーク アドレス変換（NAT）を設定できます。ファイアウォールを設定す
る前に、まずルータ CLI を使用して、インターフェイスを設定する必要が
あります。インターフェイスには、少なくとも IP アドレスを設定する必
要があり、また、機能していなければなりません。接続が機能しているこ
とを確認するには、インターフェイスのステータスが [ 稼働 ] になっている
ことを確認します。

CLI を使用してサポートされていないインターフェイスを設定した後で、
NAT を設定できます。サポートされていないインターフェイスは、ルータ 
インターフェイスのリストに [ その他 ] として表示されます。

ファイアウォールに対して NAT パススルーを設定する方
法

NAT の設定後にファイアウォールを設定する場合は、パブリック IP アド
レスからのトラフィックを許可するようにファイアウォールを設定する必
要があります。そのためには、ACL を設定する必要があります。パブ
リック IP アドレスからのトラフィックを許可する ACL を設定するには、
次の手順に従ってください。

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ACL エディタ ] の順に選択します。
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その他の手順
手順 2 [ アクセス ルール ] を選択します。

手順 3 [ 追加 ] をクリックします。

[ ルールの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 4 [ 名前 / 番号 ] フィールドに、新しいルールの一意の名前または番号を入力
します。

手順 5 [ タイプ ] フィールドから [ 標準ルール ] を選択します。

手順 6 [ 説明 ] フィールドに、「NAT パススルーを許可する」などの新しいルール
についての簡単な説明を入力します。

手順 7 [ 追加 ] をクリックします。

[ 標準ルール エントリの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 8 [ アクション ] フィールドで、[ 許可 ] を選択します。

手順 9 [ タイプ ] フィールドで、[ ホスト ] を選択します。

手順 10 [IP アドレス ] フィールドにパブリック IP アドレスを入力します。

手順 11 [ 説明 ] フィールドに、「パブリック IP アドレス」などの簡単な説明を入力
します。

手順 12 [OK] をクリックします。

手順 13 [OK] をクリックします。

新しいルールが [ アクセス ルール ] テーブルに表示されます。

Easy VPN コンセントレータへのトラフィックを、ファ
イアウォールを通過するように許可する方法

VPN コンセントレータへのファイアウォール経由のトラフィックを許可
するには、VPN トラフィックを許可するアクセス ルールを作成または変
更する必要があります。これらのルールを作成するには、次の手順に従っ
てください。

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ACL エディタ ] の順に選択します。

手順 2 [ アクセス ルール ] を選択します。

手順 3 [ 追加 ] をクリックします。
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[ ルールの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 4 [ 名前 / 番号 ] フィールドに、このルールの一意の名前または番号を入力し
ます。

手順 5 [ 説明 ] フィールドに、VPN コンセントレータのトラフィック などのルー
ルについての説明を入力します。

手順 6 [ 追加 ] をクリックします。

[ 拡張ルール エントリの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 7 [送信元ホスト /ネットワーク ] グループの [タイプ ] フィールドで、[ネット
ワーク ] を選択します。

手順 8 [IP アドレス ] および [ ワイルドカード マスク ] フィールドに、VPN の送信
元ピアの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。

手順 9 [ 宛先ホスト / ネットワーク ] グループの [ タイプ ] フィールドで、[ ネット
ワーク ] を選択します。

手順 10 [IP アドレス ] および [ ワイルドカード マスク ] フィールドに、VPN の宛先
ピアの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。

手順 11 [ プロトコルとサービス ] グループで [TCP] を選択します。

手順 12 [ 送信元ポート ] フィールドで [=] を選択し、ポート番号 1023 を入力しま
す。

手順 13 [ 宛先ポート ] フィールドで [=] を選択し、ポート番号 1723 を入力します。

手順 14 [OK] をクリックします。

[ ルール エントリ ] リストに新しいルールが表示されます。

手順 15 手順 7 ～ 15 を繰り返して、次のプロトコルのルール エントリを作成し、
必要な場合はポート番号も入力します。

 • プロトコル IP、IP プロトコル GRE

 • プロトコル UDP、送信元ポート 500、宛先ポート 500

 • プロトコル IP、IP プロトコル ESP

 • プロトコル UDP、送信元ポート 10000、宛先ポート 10000

手順 16 [OK] をクリックします。
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ルールをインターフェイスに関連付ける方法

Cisco CP ファイアウォール ウィザードを使用する場合は、作成したアクセ
ス ルールとインスペクション ルールは、ファイアウォールを作成したイ
ンターフェイスに自動的に関連付けられます。[ 追加タスク ] から [ACL エ
ディタ ] を選択してルールを作成する場合は、[ ルールの追加 / 編集 ] ウィ
ンドウでそのルールをインターフェイスに関連付けることができます。そ
の後でも関連付けることができます。

手順 1 機能バーで、[ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] > [ インターフェイス /
接続の編集 ] の順にクリックします。

手順 2 ルールを関連付けるインターフェイスを選択して [ 編集 ] をクリックしま
す。

手順 3 [ 関連付け ] タブで、[ アクセス ルール ] または [ インスペクション ルール ] 
ボックス内の [ インバウンド ] または [ アウトバウンド ] フィールドにルー
ル名または番号を入力します。インターフェイスに到達する前にルールに
従ってトラフィックをフィルタするには、[ インバウンド ] フィールドを使
用します。すでにルータに到達し、選択したインターフェイス経由でルー
タから出るトラフィックをフィルタするには、[ アウトバウンド ] フィール
ドを使用します。

手順 4 [ 関連付け ] タブで [OK] をクリックします。

手順 5 [ アクセス ルール ] または [ インスペクション ルール ] ウィンドウで、[ 使用
元 ] カラムを調べて、ルールがインターフェイスに関連付けられているこ
とを確認します。

アクセス ルールとインターフェイスの関連付けを解除す
る方法

アクセス ルールとインターフェイスの関連付けの解除が必要になること
があります。関連付けを解除しても、アクセス ルールは削除されません。
必要な場合は、ルールを別のインターフェイスに関連付けることができま
す。アクセス ルールとインターフェイスの関連付けを解除するには、次
の手順に従ってください。
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手順 1 機能バーで、[ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] > [ インターフェイス /
接続の編集 ] の順にクリックします。

手順 2 アクセス ルールの関連付けを解除するインターフェイスを選択します。

手順 3 [ 編集 ] をクリックします。

手順 4 [関連付け] タブで、[アクセス ルール] ボックス内の [インバウンド] または 
[ アウトバウンド ] フィールドからアクセス ルールを探します。アクセス 
ルールは名前または番号で表示されます。

手順 5 [ インバウンド ] または [ アウトバウンド ] フィールドをクリックし、右のボ
タンをクリックします。

手順 6 [ なし（ルールの関連付けを解除）] をクリックします。

手順 7 [OK] をクリックします。

インターフェイスに関連付けられているルールを削除す
る方法

Cisco CP では、インターフェイスに関連付けられているルールを削除でき
ません。削除するには、まずルールとインターフェイスの関連付けを解除
する必要があります。

手順 1 機能バーで、[ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] > [ インターフェイス /
接続の編集 ] の順にクリックします。

手順 2 ルールの関連付けを解除するインターフェイスを選択します。

手順 3 [ 編集 ] をクリックします。

手順 4 [ 関連付け ] タブで、[ アクセス ルール ] ボックスまたは [ インスペクション 
ルール ] ボックスからルールを探します。ルールは名前または番号で表示
されます。

手順 5 [ 関連付け ] タブでルールを選択します。アクセス ルールの場合は、[ なし
（ルールの関連付けを解除）] をクリックします。インスペクション ルール
の場合は、[ なし ] をクリックします。

手順 6 [OK] をクリックします。
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手順 7 左側のフレームで [ルール ] をクリックします。[ルール ] ツリーを使用して 
[ アクセス ルール ] または [ インスペクション ルール ] ウィンドウに移動し
ます。

手順 8 削除するルールを選択して [ 削除 ] をクリックします。

Java リストのアクセス リストを作成する方法

インスペクション ルールでは、Java リストを指定できます。Java リスト
は、信頼できる送信元からの Java アプレット トラフィックを許可するた
めに使用されます。これらの送信元は、Java リストが参照するアクセス 
ルールで定義します。この種類のアクセス ルールを作成してそれを Java 
リストで使用するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [ インスペクション ルール ] ウィンドウを開いて [Java リスト ] をクリック
した場合は、[ 番号 ] フィールドの右側にあるボタンをクリックして [ 新し
いルール（ACL）を作成して選択する ] をクリックします。[ ルールの追
加 ] ウィンドウが表示されます。

[アクセス ルール ] ウィンドウを開いている場合は、[追加 ] をクリックして 
[ ルールの追加 ] ウィンドウを開きます。

手順 2 [ ルールの追加 ] ウィンドウで、信頼できるアドレスからのトラフィックを
許可する標準アクセス ルールを作成します。たとえば、ホスト 10.22.55.3 
と 172.55.66.1 からの Java アプレットを許可する場合は、[ ルールの追加 ] 
ウィンドウで次のアクセス ルール エントリを作成できます。

permit host 10.22.55.3
permit host 172.55.66.1

エントリの説明とルールの説明を入力できます。

インスペクション ルールを適用するインターフェイスにアクセス ルール
を関連付ける必要はありません。

手順 3 [ ルールの追加 ] ウィンドウで [OK] をクリックします。

手順 4 この手順を [ インスペクション ルール ] ウィンドウから開始した場合は、
[Java リスト ] ウィンドウで [OK] をクリックします。手順 5 と 6 を実行す
る必要はありません。
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手順 5 この手順を [ アクセス ルール ] ウィンドウから開始した場合は、[ インスペ
クション ルール ] ウィンドウに移動し、Java リストを作成するインスペク
ション ルールを選択して [ 編集 ] をクリックします。

手順 6 [ プロトコル ] カラムで [http] を選択し、[Java リスト ] をクリックします。

手順 7 [Java リスト番号 ] フィールドに、作成したアクセス リストの番号を入力し
ます。[OK] をクリックします。

DMZ ネットワークがない場合のトラフィックを許可する
方法

ファイアウォール ウィザードでは、DMZ に入ることを許可するトラ
フィックを指定できます。DMZ ネットワークがない場合は、ファイア
ウォール ポリシー機能を使用して、指定したタイプの外部トラフィック
がネットワークに入ることを許可できます。

手順 1 [ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [ ファイアウォールと ACL] の順に選択して、
ファイアウォールを設定します。

手順 2 [ ファイアウォール ポリシー /ACL の編集 ] をクリックします。

手順 3 変更する必要があるアクセス ルールを表示するには、送信元インター
フェイスとして外部インターフェイスを選択し、宛先インターフェイスと
して内部インターフェイスを選択します。外部インターフェイス上のイン
バウンド トラフィックに適用されるアクセス ルールが表示されます。

手順 4 まだ許可されていない特定のタイプのトラフィックがネットワークに入る
ことを許可するには、[ サービス ] エリアで [ 追加 ] をクリックします。

手順 5 [ ルール エントリ ] ダイアログで必要なエントリを作成します。エントリを
作成するたびに [ 追加 ] をクリックする必要があります。

手順 6 [ サービス ] エリアのエントリ リストに、作成したエントリが表示されま
す。
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ファイアウォール ポリシー

ファイアウォール ポリシー機能を使用すると、アクセス ルール、CBAC 
インスペクション ルールなどのファイアウォール設定を、それらのルー
ルによってトラフィックをフィルタするインターフェイスのコンテキスト
で表示したり変更したりできます。ルータとそのインターフェイスの図を
使用して、ルータの別のインターフェイスを選択したり、そのインター
フェイスにアクセス ルールまたはインスペクション ルールが適用されて
いるかどうかを確認したりできます。また、[ ファイアウォール ポリシー
/ACL の編集 ] ウィンドウ内のルールの詳細を表示することもできます。

ファイアウォール ポリシー /ACL の編集
[ ファイアウォール ポリシー/ACL の編集 ] ウィンドウでは、アクセス ルー
ルとインスペクション ルールが関連付けられているインターフェイスを
表示するコンテキストでそれらのルールを表示できます。表示されたアク
セス ルールやインスペクション ルールを変更することもできます。

ファイアウォール ポリシー機能の使用前にファイアウォールを設定する

[ ファイアウォール ポリシー /ACL の編集 ] ウィンドウを使用する前に、次
の操作を実行する必要があります。

1. LAN インターフェイスと WAN インターフェイスを設定します。ファ
イアウォールを作成する前に、LAN インターフェイスと WAN イン
ターフェイスを設定する必要があります。LAN ウィザードと WAN 
ウィザードを使用してルータの接続を設定できます。
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2. ファイアウォール ウィザードを使用してファイアウォールと DMZ を
設定します。ファイアウォール ウィザードは、指定した内部インター
フェイスと外部インターフェイスにアクセス ルールやインスペクショ
ン ルールを適用するための も簡単な方法です。このウィザードを使
用して、DMZ インターフェイスを設定したり、DMZ ネットワークへ
のアクセスを許可するサービスを指定したりできます。

3. 作成したファイアウォール ポリシーを [ ファイアウォール ポリシー ] 
ウィンドウで編集します。LAN インターフェイスと WAN インター
フェイスを設定してファイアウォールを作成した後、このウィンドウ
を開いてトラフィック フローのポリシーを図で確認できます。アクセ
ス ルールとインスペクション ルールのエントリを表示して、必要な変
更を行うこともできます。

ファイアウォール ポリシー ビュー機能を使用する

ファイアウォールの作成後、[ ファイアウォール ポリシー ビュー ] ウィン
ドウを使用して、ルータ インターフェイスのコンテキストでファイア
ウォールの図を表示したり、必要に応じてファイアウォールを変更したり
できます。

詳細については、実行する次のいずれかのアクションをクリックしてくだ
さい。

 • トラフィック フローを選択する

 • トラフィック図を確認してトラフィック方向を選択する

 • アクセス ルールを変更する

 • インスペクション ルールを変更する

注 ファイアウォール フィーチャ セットをサポートしていない Cisco IOS イ
メージがルータで使用されている場合は、[ サービス ] エリアだけが表示さ
れ、アクセス コントロール エントリを作成することしかできません。

変更の適用ボタン

このウィンドウで行った変更をルータに配信する場合にクリックします。
[ 変更の適用 ] ボタンをクリックせずに [ ファイアウォール ポリシー/ACL 
の編集 ] ウィンドウを閉じようとすると、変更を適用するか、または破棄
する必要があることを通知するメッセージが表示されます。
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変更の破棄ボタン

このウィンドウで行った変更を破棄する場合にクリックします。このボタ
ンをクリックしても、[ 変更の適用 ] ボタンを使用してルータに配信した変
更は削除されません。

トラフィック フローを選択する

トラフィック フローは、指定したインターフェイス（送信元インター
フェイス）でルータに入り、指定したインターフェイス（宛先インター
フェイス）でルータから出るトラフィックを示します。Cisco Router and 
Security Device Manager（Cisco CP）のトラフィックフロー表示コントロー
ルは、[ ファイアウォール ポリシー /ACL の編集 ] ウィンドウの上部に配置
されています。

注 ルータには少なくとも 2 つのインターフェイスが設定されている必要があ
ります。1 つしか設定されていない場合は、インターフェイスをもう 1 つ
設定するように指示するメッセージが表示されます。

次の表は、Cisco CP のトラフィックフロー表示コントロールの定義を示し
ています。

送信元 目的のトラフィック フローが入るときに経由するインターフェ
イスを選択します。ファイアウォールは送信元インターフェイ
スに接続されたネットワークを保護します。[ 送信元 ] ドロップ
ダウン リストには、設定済み IP アドレスを持つインターフェ
イスだけが表示されます。

宛先 トラフィックがルータから出るときに経由するインターフェイ
スを選択します。[ 宛先 ] ドロップダウン リストには、設定済み 
IP アドレスを持つインターフェイスだけが表示されます。

[ 詳細 ] ボタン。インターフェイスの詳細を表示する場合にク
リックします。IP アドレス、カプセル化タイプ、関連付けられ
ている IPSec ポリシー、認証タイプなどの詳細情報が表示され
ます。
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[ 送信元 ] および [ 宛先 ] ドロップダウン リストには、IP アドレスを持つイ
ンターフェイスがアルファベット順に表示されます。デフォルトでは、
[送信元 ] リストの 初のインターフェイスと [宛先] リストの 2 番目のイン
ターフェイスが選択されます。[ 送信元 ] および [ 宛先 ] ドロップダウン リ
ストを使用して、別のトラフィック フローを選択します。選択したトラ
フィック フローは、トラフィック フロー表示コントロールの下のトラ
フィック図に表示されます。

たとえば、ルータのインターフェイス Ethernet 0 に接続してルータのイン
ターフェイス Serial 0 から出るネットワークのトラフィック フローを表示
するには、次の手順に従います。

手順 1 [ 送信元 ] ドロップダウン リストから Ethernet 0 を選択します。

手順 2 [ 宛先 ] ドロップダウン リストから Serial 0 を選択します。

手順 3 [ 実行 ] をクリックします。

手順 4 [ 送信元 ] および [ 宛先 ] ドロップダウン リストのインターフェイスを入れ
替えるには、[ 表示オプション ] ドロップダウン リストから [ 発信元 / 宛先
インターフェイスの入れ替え ] を選択します。

実行ボ
タン

選択したインターフェイスの情報でトラフィック フローの図を
更新する場合にクリックします。図は、このボタンをクリック
するまでは更新されません。送信元インターフェイスか宛先イ
ンターフェイスを選択していない場合、または送信元と宛先の
インターフェイスが同じ場合、[ 実行 ] ボタンは無効になります。

表示オ
プショ
ン

[送信元] および [宛先] ドロップダウン リストから選択したイン
ターフェイスを入れ替えるには、[ 発信元 / 宛先インターフェイ
スの入れ替え ] を選択します。送信元インターフェイスに接続
されたネットワークと宛先インターフェイスに接続されたネッ
トワークの両方を保護するファイアウォールを作成する場合に
このオプションを使用できます。あるアクセス ルールが送信元
インターフェイスに適用され、別のアクセス ルールが宛先イン
ターフェイスの選択したトラフィック方向に適用されている場
合は、[ トラフィック フローのすべての ACL を表示する ] を選
択できます。両方のアクセス ルールのエントリが別のウィンド
ウに表示されます。
10-4
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 10 章     ファイアウォール ポリシー

ファイアウォール ポリシー /ACL の編集  
アウトバウンド トラフィックとリターン トラフィックに適用されるアク
セス ルールは異なる場合があります。トラフィック図でアウトバウンド 
トラフィックおよびリターン トラフィックの表示を入れ替える方法につ
いては、「トラフィック図を確認してトラフィック方向を選択する」を参
照してください。

手順 5 [送信元 ] および [宛先 ] ドロップダウン リストの横にある [詳細 ] ボタンを
クリックして、インターフェイスの IP アドレス、IPSec ポリシーなどの情
報を示すウィンドウを表示します。

トラフィック図を使用して作業するには、「トラフィック図を確認してト
ラフィック方向を選択する」を参照してください。メインの [ ファイア
ウォール ポリシー ] ウィンドウの説明に戻るには、「ファイアウォール ポ
リシー /ACL の編集」を参照してください。

トラフィック図を確認してトラフィック方向を選択する

トラフィック図には、選択した送信元インターフェイスと宛先インター
フェイスが設定されているルータが表示されます（詳細については、「ト
ラフィック フローを選択する」を参照してください）。また、選択したト
ラフィック フローに適用されているルールのタイプと、ルールが適用さ
れている方向も表示されます。

アウトバウンド トラフィック

送信元インターフェイスでルータに入り、宛先インターフェイスでルータ
から出るトラフィック フローを強調表示する場合にクリックします。こ
の部分を強調表示すると、この方向のトラフィック フローに適用されて
いるルールの詳細を確認できます。

リターン トラフィック

宛先インターフェイスでルータに入り、送信元インターフェイスでルータ
から出るトラフィック フローを強調表示する場合にクリックします。こ
の部分を強調表示すると、リターン トラフィックに適用されているルー
ルの詳細を確認できます。
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アイコン

トラフィック フローでは、次のアイコンでルールが表されます。

フィルタ記号は、アクセス ルールが適用されていることを示しま
す。

虫眼鏡は、インスペクション ルールが適用されていることを示し
ます。

ルータ内のファイアウォール アイコンは、アウトバウンド トラ
フィック フローにファイアウォールが適用されていることを示し
ます。このアイコンは、次の条件が満たされている場合に表示さ
れます。

 • 送信元インターフェイスのインバウンド方向のアウトバウン
ド トラフィックにインスペクション ルールが適用され、宛先
インターフェイスのインバウンド方向にアクセス ルールが適
用されている。

 • 宛先インターフェイスのインバウンド方向に適用されている
アクセス ルールが拡張アクセス ルールであり、1 つ以上のエ
ントリを含んでいる。

リターン トラフィックにファイアウォールが適用されている場
合、ファイアウォール アイコンは表示されません。ファイア
ウォール機能は利用できるがトラフィック フローにファイア
ウォールが適用されていない場合は、トラフィック図の下に

「IOS ファイアウォール：非アクティブ」と表示されます。
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注 アイコンは図の特定のインターフェイス上に表示されますが、図で表現さ
れていないトラフィックに適用されるアクセス コントロール エントリが
ファイアウォール ポリシーに含まれている場合があります。たとえば、
[ 宛先 ] カラムにワイルドカード アイコンが含まれているエントリは（「ア
クセス ルールを変更する」を参照）、現在選択されている宛先インター
フェイス以外のインターフェイスから出るトラフィックに適用される場合
があります。ワイルドカード アイコンはアスタリスクとして表示され、
ネットワークまたはホストを表します。

アクセス ルールに変更を加えるには、「アクセス ルールを変更する」を参
照してください。メインの [ ファイアウォール ポリシー ] ウィンドウの説
明に戻るには、「ファイアウォール ポリシー /ACL の編集」を参照してく
ださい。

アウトバウンド トラフィックに適用されるルールは右矢印で示さ
れます。送信元インターフェイスのトラフィック ライン上のアイ
コンは、ルータへのインバウンド トラフィックをフィルタする
ルールが存在することを示します。宛先インターフェイスのトラ
フィック ライン上のアイコンは、ルータからのアウトバウンド 
トラフィックをフィルタするルールが存在することを示します。
このアイコンの上にマウスを置くと、適用されているルールの名
前が表示されます。

リターン トラフィックに適用されるルールは左矢印で示されま
す。宛先インターフェイスのトラフィック ライン上のアイコン
は、ルータへのインバウンド トラフィックをフィルタするルール
が存在することを示します。送信元インターフェイスのトラ
フィック ライン上のアイコンは、ルータからのアウトバウンド 
トラフィックをフィルタするルールが存在することを示します。
このアイコンの上にマウス カーソルを置くと、適用されている
ルールの名前が表示されます。
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アクセス ルールを変更する

ポリシー パネルには、選択したトラフィック フローに適用されている
ルールの詳細が表示されます。ポリシー パネルは、送信元インターフェ
イスと宛先インターフェイスを選択したとき、およびトラフィック図でア
ウトバウンド トラフィックとリターン トラフィックの強調表示を切り替
えたときに更新されます。

エントリのないアクセス ルールがインターフェイスに関連付けられてい
る場合、ポリシー パネルには何も表示されません。たとえば、CLI を使用
してインターフェイスにルール名を関連付けたが、そのルールのエントリ
が作成されていない場合などです。ポリシー パネルに何も表示されない
場合は、[ 追加 ] ボタンを使用してルールのエントリを作成できます。

サービス エリアのヘッダー フィールド

ファイアウォー
ル機能

ルータで使用されている Cisco IOS イメージがファイア
ウォール機能をサポートしている場合は、このフィー
ルドに [ 使用可能 ] と表示されます。

アクセス ルール エントリが表示されているアクセス ルールの名前また
は番号が表示されます。

インスペクショ
ン ルール

エントリが表示されているインスペクション ルールの
名前が表示されます。

このアイコンは、アクセス ルールがインターフェイス
に関連付けられているが、その名前または番号のアク
セス ルールが作成されていない場合に表示されます。
Cisco CP により、少なくとも 1 つのアクセス ルール エ
ントリがなければポリシーは効果がないことを通知さ
れます。

サービス エリアのコントロール

次の表に、[ サービス ] エリアのコントロールを示します。
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追加ボタン アクセス ルール エントリを追加する場合にクリックし
ます。現在選択されているエントリの前と後のどちら
に新しいエントリを追加するかを指定します。次に、
[ エントリの追加 ] ウィンドウでエントリを作成します。
エントリの順番は重要です。[ ファイアウォール ポリ
シー /ACL の編集 ] ウィンドウからエントリを追加する
と、[ 拡張 ] エントリのダイアログが表示されます。標準
ルール エントリを追加するには、[ 追加タスク ] > [ACL 
エディタ ] > [ アクセス ルール ] の順に選択します。

編集ボタン 選択したアクセス ルール エントリを編集する場合にク
リックします。[ ファイアウォール ポリシー /ACL の編
集 ] ウィンドウでは拡張ルール エントリしか追加できま
せんが、選択したインターフェイスにすでに適用され
ている標準ルール エントリを編集することはできます。

切り取りボタン 選択したアクセス ルール エントリを削除する場合にク
リックします。エントリはクリップボードに保存され、
リスト内の別の位置に貼り付けたり、別のアクセス 
ルールに貼り付けたりできます。エントリを並べ替え
る場合は、ある場所からエントリを切り取り、そのエ
ントリを配置する場所の前または後ろにあるエントリ
を選択して [ 貼り付け ] をクリックします。[ 貼り付け ] 
コンテキスト メニューを使用すると、選択したエント
リの前または後ろにエントリを配置できます。

コピー ボタン ルール エントリを選択してこのボタンをクリックする
と、クリップボードにそのエントリがコピーされます。

貼り付けボタン クリップボード上のエントリを選択したルールに貼り
付ける場合にクリックします。現在選択されているエ
ントリの前と後のどちらにエントリを貼り付けるかを
確認するメッセージが表示されます。アクセス ルール
内にすでに同じエントリが存在する場合は、表示され
る [ 拡張ルール エントリの追加 ] ウィンドウでそのエン
トリを変更できます。同じアクセス ルールに重複する
エントリを配置することはできません。
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[ サービス ] エリアのボタンは、ルールが読み取り専用の場合は無効になり
ます。ルールが読み取り専用になるのは、Cisco CP でサポートされていな
い構文がルールに含まれている場合です。読み取り専用のルールは、アイ
コン  で示されます。

ファイアウォールが適用されるリターン トラフィック フローをフィルタ
する標準ルールが存在する場合は、その標準アクセス ルールを拡張ルー
ルに変換することを通知するメッセージが表示されます。

インターフェイ
ス ドロップダウ
ン リスト

選択したトラフィック フロー（アウトバウンドまたは
リターン トラフィック）に、送信元インターフェイス
と宛先インターフェイスの両方に対するアクセス ルー
ルが適用されている場合は、このリストを使用して 2 
つのルールを切り替えることができます。

選択したトラフィック フローにファイアウォールが適
用されていない場合は、[アウトバウンド トラフィック ] 
を選択して [ ファイアウォールの適用 ] ボタンをクリッ
クすることによってファイアウォールを適用できます。
デフォルトでは、[ ファイアウォールの適用 ] をクリック
すると、送信元インターフェイスのインバウンド方向
に Cisco CP のデフォルトのインスペクション ルールが
関連付けられ、宛先インターフェイスのインバウンド
方向にトラフィックを拒否するアクセス ルールが関連
付けられます。ルータで使用されている Cisco IOS イ
メージがファイアウォール機能をサポートしていない
場合、このボタンは無効になります。たとえば、
Ethernet 0 インターフェイスに接続されたネットワーク
を Ethernet 1 インターフェイスへのインバウンド トラ
フィックから保護するファイアウォールを適用するに
は、[ 送信元 ] ドロップダウン リストで Ethernet 0 を選択
し、[ 宛先 ] ドロップダウン リストで Ethernet 1 を選択し
ます。次に、[ ファイアウォールの適用 ] をクリックしま
す。Ethernet 1 インターフェイスに接続されたネット
ワークを Ethernet 0 インターフェイスへのインバウンド 
トラフィックから保護するファイアウォールを適用す
るには、[ 追加タスク ] > [ACL エディタ ] > [ アクセス 
ルール ] を選択します。
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サービス エリアのエントリ フィールド

次の表に、[ サービス ] エリアのエントリ内のアイコンとその他のデータを
示します。

フィールド 説明 アイコン 意味

アクション トラフィックが許可
されるか拒否される
かを示す。

送信元トラフィックを許可
する。

送信元トラフィックを拒否
する。

送信元 / 
宛先

ネットワークまたは
ホストのアドレス、
または任意のホスト
またはネットワー
ク。

ネットワークのアドレス。

ホストのアドレス。

任意のネットワークまたは
ホスト。

サービス フィルタが適用され
るサービスのタイ
プ。

例：TCP、EIGRP、UDP、
GRE。「IP サービス」を参
照してください。

例：Telnet、http、FTP。
「TCP サービス」を参照し
てください。

例：SNMP、bootpc、RIP。
「UDP サービス」を参照し
てください。

インターネット グループ管
理プロトコル（IGMP）。

例：echo-reply、
host-unreachable。「ICMP 
メッセージ タイプ」を参照
してください。

ログ 拒否したトラフィッ
クをログに記録する
かどうかを指定す
る。

拒否したトラフィックをロ
グに記録する。ファイア
ウォールのロギングを設定
するには、「ファイア
ウォール ログ」を参照して
ください。
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ファイアウォール ポリシー /ACL の編集
インスペクション ルールを変更する場合は、「インスペクション ルールを
変更する」を参照してください。メインの [ ファイアウォール ポリシー ] 
ウィンドウの説明に戻るには、「ファイアウォール ポリシー /ACL の編集」
を参照してください。

インスペクション ルールを変更する

[ アプリケーション ] エリアは、ルータで実行されている Cisco IOS イメー
ジが CBAC インスペクション ルールをサポートしている場合に表示され
ます。[ アプリケーション ] エリアには、トラフィック フローをフィルタす
るインスペクション ルール エントリが表示され、新しいトラフィック フ
ローが選択されるたびに更新されます。選択したトラフィックの方向に適
用されているインスペクション ルールが表示されます。

[ アプリケーション ] エリアには、アウトバウンド トラフィックに対する次
のいずれかのルールが表示されます。

 • 送信元インターフェイスのインバウンド方向に適用されているインス
ペクション ルール（存在する場合）

 • 送信元インターフェイスのインバウンド方向にインスペクション ルー
ルが適用されていない場合は、宛先インターフェイスのアウトバウン
ド方向に適用されているインスペクション ルール

送信元 / 宛先インターフェイスを入れ替えて他のルールを表示する

リターン トラフィックに適用されているインスペクション ルールは表示
されません。表示するには、[ 表示オプション ] メニューの [ 発信元 / 宛先
インターフェイスの入れ替え ] を選択します。[ ファイアウォール ポリシー
/ACL の編集 ] ウィンドウに表示されないインスペクション ルールも、
[ ファイアウォールと ACL] タスクの [ アプリケーション セキュリティ ] 
ウィンドウで確認できます。

オプション CLI を使用して設定
されるオプション。

アイコンなし。

説明 提供されている説
明。

アイコンなし。

フィールド 説明 アイコン 意味
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このアイコンは、選択したトラフィック方向に 2 つのインスペク
ション ルールが検出された場合に表示されます。どちらか一方の
インスペクション ルールの関連付けを解除するように警告するダ
イアログも表示されます。

アプリケーション エリアのコントロール

[ アプリケーション ] エリアには、次のコントロールが表示されます。

[ 追加 ] ― インスペクション ルールを追加する場合にクリックします。イ
ンスペクション ルールがない場合は、Cisco CP のデフォルトのインスペク
ション ルールを追加するか、カスタム インスペクション ルールを作成し
て追加できます。インスペクション ルールが適用されていないトラ
フィック フローに Cisco CP のデフォルトのインスペクション ルールを追
加すると、そのルールは送信元インターフェイスへのインバウンド トラ
フィックに関連付けられます。インスペクション ルールが存在するかど
うかにかかわらず、特定のアプリケーションのエントリを追加できます。

[ 編集 ] ― 選択したエントリを編集する場合にクリックします。

[ 削除 ] ― 選択したエントリを削除する場合にクリックします。

[ グローバル設定 ] ― グローバル タイムアウト値としきい値を設定できる
ダイアログ ボックスを表示する場合にクリックします。

[要約] ― 各エントリのアプリケーションまたはプロトコル名と説明を表示
する場合にクリックします。

[ 詳細 ] ― 各エントリのアプリケーションまたはプロトコル名、説明、ア
ラート ステータス、監査追跡ステータス、およびタイムアウト設定を表
示する場合にクリックします。

アプリケーション エリアのエントリ フィールド

[ アプリケーション ] エリアには、次のエントリ フィールドがあります。

[ アプリケーション プロトコル ] ― アプリケーションまたはプロトコルの
名前を表示します。例：vdolive。

[ アラート ] ― アラートがオン（デフォルト）かオフかを示します。

[ 監査追跡 ] ― 監査追跡がオンかオフ（デフォルト）かを示します。
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[ タイムアウト ] ― ルータがこのプロトコルまたはアプリケーションのリ
ターン トラフィックをブロックするまで待機する時間を秒単位で表示し
ます。

[ 説明 ] ― 簡単な説明を表示します。例：VDOLive プロトコル。

メインの [ ファイアウォール ポリシー ] ウィンドウの説明に戻るには、
「ファイアウォール ポリシー /ACL の編集」を参照してください。

アプリケーション エントリの追加

このウィンドウでは、Cisco IOS ファイアウォールで検査するアプリケー
ション エントリを追加します。

アラート アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オン）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オン ] です。

 • [ オン ] ― アラートを有効にします。

 • [ オフ ] ― アラートを無効にします。

監査アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オフ）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オフ ] です。

 • [ オン ] ― 監査証跡を有効にします。

 • [ オフ ] ― 監査証跡を無効にします。

タイムアウト

ルータがこのプロトコルまたはアプリケーションのリターン トラフィッ
クをブロックするまで待機する時間を指定します。フィールドには、プロ
トコルまたはアプリケーションのデフォルト値があらかじめ入力されてい
ます。
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RPC アプリケーション エントリの追加

このウィンドウでは、RPC（リモート プロシージャ コール）プログラム
の番号を追加して、アラート、監査、タイムアウト、および待機時間の設
定を行います。

アラート アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オン）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オン ] です。

 • [ オン ] ― アラートを有効にします。

 • [ オフ ] ― アラートを無効にします。

監査アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オフ）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オフ ] です。

 • [ オン ] ― 監査証跡を有効にします。

 • [ オフ ] ― 監査証跡を無効にします。

タイムアウト

ルータがこのプロトコルまたはアプリケーションのリターン トラフィッ
クをブロックするまで待機する時間を指定します。フィールドには、デ
フォルト値があらかじめ入力されています。

プログラム番号

このフィールドには、1 つのプログラム番号を入力します。

待機時間

必要に応じて、同じ送信元から同じ宛先アドレスとポートへの次の RPC 
接続が確立されるまで待機する分数を指定できます。デフォルトの待機時
間はゼロ（0）分です。
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フラグメント アプリケーション エントリの追加

このウィンドウでは、[ ファイアウォール ポリシー /ACL の編集 ] ウィンド
ウで設定しているインスペクション ルールにフラグメント エントリを追
加したり、アラート、監査、およびタイムアウトの設定を指定したりでき
ます。フラグメント エントリでは、ルータが受信する再設定されていな
いパケットの 大数を設定できます。この数を超えると、ルータはパケッ
トの廃棄を開始します。

アラート アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オン）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オン ] です。

 • [ オン ] ― アラートを有効にします。

 • [ オフ ] ― アラートを無効にします。

監査アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オフ）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オフ ] です。

 • [ オン ] ― 監査証跡を有効にします。

 • [ オフ ] ― 監査証跡を無効にします。

タイムアウト

ルータがこのプロトコルまたはアプリケーションのリターン トラフィッ
クをブロックするまで待機する時間を指定します。フィールドには、デ
フォルト値があらかじめ入力されています。

範囲（オプション）

ルータが受信する再設定されていないパケットの 大数を入力します。こ
の数を超えると、ルータはパケットの廃棄を開始します。50 ～ 10,000 の
範囲内の値を入力できます。
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http アプリケーション エントリの追加 / 編集

このウィンドウでは、インスペクション ルールに http アプリケーション
を追加します。

アラート アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オン）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オン ] です。

 • [ オン ] ― アラートを有効にします。

 • [ オフ ] ― アラートを無効にします。

監査アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ デフォルト（オフ）] ― デフォルトのままにします。デフォルト値は 
[ オフ ] です。

 • [ オン ] ― 監査証跡を有効にします。

 • [ オフ ] ― 監査証跡を無効にします。

タイムアウト

ルータがこのプロトコルまたはアプリケーションのリターン トラフィッ
クをブロックするまで待機する時間を指定します。フィールドには、デ
フォルト値があらかじめ入力されています。

Java アプレットの送信元ホスト / ネットワーク

検査するアプレット トラフィックの送信元ホストまたはネットワークを
指定します。複数のホストおよびネットワークを指定できます。

[Java アプレット ブロッキング] ウィンドウを表示してホストまたはネット
ワークを指定する場合は、[ 追加 ] をクリックします。

リストからエントリを削除する場合は、[ 削除 ] をクリックします。
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Java アプレット ブロッキング

このウィンドウでは、指定したネットワークまたはホストからの Java ア
プレットを許可するか、または拒否するかを指定します。

アクション

次のいずれかを選択します。

 • [ ブロックしない（許可）] ― このネットワークまたはホストからの 
Java アプレットを許可します。

 • [ ブロックする（拒否）] ― このネットワークまたはホストからの Java 
アプレットを拒否します。

ホスト / ネットワーク

ネットワークまたはホストを指定します。

タイプ

次のいずれかを選択します。

 • [ ネットワーク ] ― このタイプを選択する場合は、[IP アドレス ] フィー
ルドにネットワーク アドレスを入力します。ワイルドカード マスクを
使用すると、1 つのネットワーク番号を入力するだけで複数のサブ
ネットを指定できます。

 • [ ホスト名または IP アドレス ] ― このタイプを選択する場合は、次の
フィールドにホスト IP アドレスまたはホスト名を入力します。

 • [ 任意の IP アドレス ] ― このタイプを選択する場合は、指定したアク
ションが任意のホストまたはネットワークに適用されます。

IP アドレス / ワイルドカード マスク

ネットワーク アドレス、ワイルドカード マスクの順に入力して、ネット
ワーク アドレスのどの部分が正確に一致しなければならないかを指定し
ます。

たとえば、ネットワーク アドレスとして 10.25.29.0 を、ワイルドカード マ
スクとして 0.0.0.255 を入力した場合、送信元アドレスに 10.25.29 を含む 
Java アプレットにフィルタがかけられます。ワイルドカード マスクとし
て 0.0.255.255 を入力した場合は、送信元アドレスに 10.25 を含む Java ア
プレットにフィルタがかけられます。
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ホスト名 /IP
このフィールドは、タイプとして [ ホスト名または IP アドレス ] を選択し
た場合に表示されます。ホスト名を入力する場合は、ホスト名を IP アド
レスに解決できる DNS サーバがネットワーク上に存在することを確認し
てください。

Cisco CP 警告：インスペクション ルール

このウィンドウは、トラフィック フローの方向に 2 つのインスペクション 
ルールが設定されている場合に表示されます。たとえば、あるインスペク
ション ルールが送信元インターフェイスへのインバウンド トラフィック
に適用され、別のインスペクション ルールが宛先インターフェイスのア
ウトバウンド トラフィックに適用されている場合などです。2 つのインス
ペクション ルールを適用してもルータの動作に問題が生じるとは限りま
せんが、2 つのルールは不要です。Cisco CP では、インスペクション ルー
ルをそのまま保持するか、送信元インターフェイスまたは宛先インター
フェイスのどちらかのインスペクション ルールを削除することができま
す。

 • [ 変更しない ] ― どちらのインスペクション ルールも削除しません。

 • [< インターフェイス名 > のインバウンド方向に対するインスペクショ
ン ルール < 名前 > の適用を保持し、< インターフェイス名 > のアウト
バウンド方向に対するインスペクション ルール < 名前 > の適用を解除
する ] ― 一方のインスペクション ルールを保持し、もう一方のイン
ターフェイスとルールの関連付けを解除します。

 • [< インターフェイス名 > のアウトバウンド方向に対するインスペク
ション ルール < 名前 > の適用を保持し、< インターフェイス名 > のイ
ンバウンド方向に対するインスペクション ルール < 名前 > の適用を解
除する ] ― 一方のインスペクション ルールを保持し、もう一方のイン
ターフェイスとルールの関連付けを解除します。

オプションを選択して [OK] をクリックする前に、[ キャンセル ] をクリッ
クして、保持するインスペクション ルールにエントリを追加する必要が
あるかどうかを判断できます。エントリを追加する場合は、[ ファイア
ウォール ポリシー/ACL の編集 ] ウィンドウの [ アプリケーション ] エリア
のツールバーにある [ 追加 ] ボタンを使用します。
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ファイアウォール ポリシーの編集
Cisco CP 警告：ファイアウォール

このウィンドウは、[ ファイアウォール ポリシー /ACL の編集 ] ウィンドウ
で [ ファイアウォールの適用 ] をクリックすると表示されます。ルールが適
用されるインターフェイスのリストとルールの説明が表示されます。

例：

SDM will apply firewall configuration to the following interfaces:
Inside (Trusted) Interface: FastEthernet 0/0
* Apply inbound default SDM Inspection rule
* Apply inbound ACL. Anti-spoofing, broadcast, local loopback, etc.).

Outside (Untrusted) Interface: Serial 1/0
* Apply inbound access list to deny returning traffic.

これらの変更を適用する場合は [OK] をクリックし、ファイアウォールの
適用を中止する場合は [ キャンセル ] をクリックします。

ファイアウォール ポリシーの編集
[ ファイアウォール ポリシーの編集 ] ウィンドウには、ルータに設定されて
いるファイアウォール ポリシーの図が表示されます。また、このウィン
ドウを閉じずにポリシーに ACL を追加できます。このウィンドウで情報
を表示したりルールを追加したりする方法については、以下のセクション
の手順を参照してください。

このヘルプ トピックの内容は、次のとおりです。

 • このウィンドウに情報を表示する前に必要な作業

 • ポリシーの表示の展開と縮小

 • ポリシーへの新しいルールの追加

 • 新しいゾーン ポリシーの追加

 • ポリシー内のルールの並べ替え

 • ルールのコピーと貼り付け

 • ルール フロー図の表示

 • 変更の適用

 • 変更の破棄
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このウィンドウに情報を表示する前に必要な作業

このウィンドウは、ゾーン、ゾーンペア、またはポリシー マップが設定
されていない場合、空白になります。[ 設定 ] > [ ファイアウォールと ACL] 
> [ファイアウォールの作成 ] を選択して拡張ファイアウォール ウィザード
を実行し、これらの要素を含む基本設定を作成します。この作業が完了し
たら、必要に応じて追加のゾーン、ゾーン ペア、およびポリシーを作成
できます。ゾーンを設定するには、[ 設定 ] > [ 追加タスク ] > [ ゾーン ] の順
に選択します。追加のゾーン ペアを設定するには、[ 追加タスク ] > [ ゾー
ン ペア ] の順に選択します。

ゾーン ペアで使用するポリシー マップを作成するには、[ 設定 ] > [ 追加タ
スク ] > [C3PL] を選択します。[ ポリシー マップ ] ブランチをクリックする
と、追加のブランチが表示され、ポリシー マップ、およびポリシー マッ
プのトラフィックを定義するクラス マップを作成できます。

ポリシーの表示の展開と縮小

ポリシーの表示が縮小されているときは、ポリシー名、送信元ゾーン、お
よび宛先ゾーンだけが表示されます。ポリシーの表示を展開してポリシー
を構成しているルールを表示するには、ポリシー名の左にある [+] ボタン
をクリックします。展開したファイアウォール ポリシーの表示は、次の
ようになります。

トラフィックの分類 アクション
ルール オプ
ション

ID 送信元 宛先 サービス

clients-servers-policy（クライアント対サーバ）

1 任意 任意 tcp ファイアウォール
の許可

udp

icmp

2 一致しないトラフィック 廃棄
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ファイアウォール ポリシーの編集
clients-servers-policy という名前のポリシーには、2 つの ACL が含まれて
います。ID 1 のルールでは、すべての送信元からすべての宛先への TCP、
UDP、および ICMP トラフィックが許可されます。ID 2 のルールでは、一
致しないトラフィックがすべて廃棄されます。

ポリシーへの新しいルールの追加

ポリシーに新しいルールを追加する手順は、次のとおりです。

手順 1 対象のポリシーの表示の任意の場所をクリックして、[+ 追加 ] ボタンをク
リックします。

 • 新しいトラフィックのルールを必要な順序で挿入するには、既存の
ルールを選択して [+ 追加 ] ボタンをクリックし、[挿入 ] または [ 下に挿
入 ] を選択します。[ 挿入 ] および [ 下に挿入 ] オプションは、既存の
ルールを右クリックすると表示されるコンテキスト メニューからも選
択できます。

 • [ 新しいトラフィックのルール ] を選択すると、新しいルールが自動的
にリストの先頭に配置されます。

 • [ 既存のトラフィックのルール ] を選択すると、既存のクラス マップを
選択して変更することができます。新しいルールは、自動的にリスト
の先頭に配置されます。

手順 2 表示されるダイアログで必要な操作を実行します。詳細については、「新
しいルールの追加」を参照してください。

新しいゾーン ポリシーの追加

新しいゾーン ポリシーを追加するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [ 追加 ] をクリックし、[ 新しいゾーン ポリシー ] を選択します。

手順 2 [ ルールの追加 ] 画面で、[ 送信元ゾーン ] フィールドの右側にあるボタンを
クリックし、既存のゾーンを選択するか新しいゾーンを作成して、送信元
ゾーンを指定します。

手順 3 [ 宛先ゾーン ] フィールドの右側にあるボタンをクリックし、既存のゾーン
を選択するか新しいゾーンを作成して、宛先ゾーンを指定します。
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[ ルールの追加 ] ウィンドウの他のフィールドの設定を行います。詳細につ
いては、「新しいルールの追加」を参照してください。

ポリシー内のルールの並べ替え

トラフィックを許可するルールがポリシーに複数含まれている場合は、
ルールを選択して [ 上へ移動 ] ボタンまたは [ 下へ移動 ] ボタンをクリック
することによって、ルールの順序を変更できます。[ 上へ移動 ] ボタンは、
すでにリストの先頭にあるルールを選択した場合、または一致しないトラ
フィック ルールを選択した場合は無効になります。[ 下へ移動 ] ボタンは、
すでにリストの末尾にあるルールを選択した場合は無効になります。

[ 切り取り ] および [ 貼り付け ] ボタンを使用して、ルールの順序を変更する
こともできます。現在の位置からルールを削除するには、そのルールを選
択して、[ 切り取り ] をクリックします。新しい位置にルールを配置するに
は、既存のルールを選択して [ 貼り付け ] をクリックし、[ 貼り付け ] または 
[ 下に貼り付け ] を選択します。

[ 上へ移動 ]、[ 下へ移動 ]、[ 切り取り ]、[ 貼り付け ]、および [ 下に貼り付け ] 
の各操作は、ルールを右クリックすると表示されるコンテキスト メ
ニューからも選択できます。

ルールのコピーと貼り付け

1 つのポリシーに含まれるルールをほとんど、あるいはまったく変更せず
に別のポリシーで使用できる場合は、ルールのコピーと貼り付けを使用す
ると便利です。

ルールをコピーするには、そのルールを選択して [ コピー] ボタンをクリッ
クするか、ルールを右クリックして [ コピー ] を選択します。新しい位置に
ルールを貼り付けるには、[ 貼り付け ] をクリックして、[ 貼り付け ] または 
[ 下に貼り付け ] を選択します。[ 貼り付け ] および [ 下に貼り付け ] ボタン
は、コンテキスト メニューからも使用できます。新しい位置にルールを
貼り付けると、[ 新しいルールの追加 ] ダイアログが表示され、必要に応じ
てそのルールを変更できます。
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ルール フロー図の表示

ファイアウォール ポリシーの任意の場所をクリックして、[Rule Diagram] 
をクリックすると、そのポリシーのルール フロー図を表示できます。
ルール フロー図では、ルータ アイコンの右に送信元ゾーンが、左に宛先
ゾーンが表示されます。

変更の適用

変更をルータに送信するには、画面の下部にある [ 変更の適用 ] をクリック
します。

変更の破棄

行った変更をルータに送信せずに破棄するには、画面の下部にある [ 変更
の破棄 ] をクリックします。

新しいルールの追加

[ ルールの追加 ] ウィンドウでトラフィック フローを定義し、検査するプロ
トコルを指定します。新しいルールを追加するには、次の手順を実行しま
す。

手順 1 ゾーン ポリシーを作成する場合は、[ 送信元ゾーン ] フィールドと [ 宛先
ゾーン ] フィールドが表示されます。次の手順に従ってください。

a. 送信元ゾーンを指定するには、[ 送信元ゾーン ] フィールドの横にある
ボタンをクリックします。既存のゾーンを選択する場合は、[ ゾーンの
選択 ] をクリックし、表示されたダイアログでゾーンを選択します。
ゾーンを作成する場合は、[ ゾーンの作成 ] をクリックし、ゾーン名を
入力して、表示されたダイアログでゾーンと関連付けるインターフェ
イスを指定します。

b. 宛先ゾーンを指定するには、[ 宛先ゾーン ] フィールドの横にあるボタ
ンをクリックします。既存のゾーンを選択する場合は、[ ゾーンの選
択 ] をクリックし、表示されたダイアログでゾーンを選択します。
ゾーンを作成する場合は、[ ゾーンの作成 ] をクリックし、ゾーン名を
入力して、表示されたダイアログでゾーンと関連付けるインターフェ
イスを指定します。
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手順 2 [ 送信元および宛先 ] フィールドで、トラフィックがネットワーク間を流れ
ることを指定する場合は [ ネットワーク ] を選択し、トラフィックがエン
ティティ（ネットワークまたは個々のホスト）間を流れることを指定する
場合は [ 任意 ] を選択します。

手順 3 [ トラフィック名 ] フィールドにトラフィック フローの名前を入力します。

手順 4 [送信元ネットワーク] および [宛先ネットワーク] カラムの横にある [追加] 
をクリックして、送信元ネットワークおよび宛先ネットワークのアドレス
を追加します。送信元ネットワークおよび宛先ネットワークとして、複数
のエントリを追加できます。また、既存のエントリを選択して [ 編集 ] をク
リックすると、既存のエントリを編集できます。

手順 5 必要に応じて、エントリを選択し、[ 上へ移動 ] または [ 下へ移動 ] をクリッ
クして、エントリを並べ替えます。[ 上へ移動 ] ボタンは、選択したエント
リがすでにリストの先頭にある場合は無効になります。[ 下へ移動 ] ボタン
は、選択したエントリがすでにリストの末尾にある場合は無効になりま
す。

手順 6 [ サービス名 ] フィールドに、インスペクションの際に識別できるようにプ
ロトコルまたはサービスを表す名前を入力します。

手順 7 サービスを指定するには、左側のカラムでツリーのブランチをクリック
し、サービスを選択して、[ 追加 >>] をクリックします。ブランチの横の 
[+] アイコンをクリックすると、そのタイプの使用可能なサービスが表示
されます。右側のカラムからサービスを削除するには、そのサービスを選
択して、[<< 削除 ] をクリックします。

手順 8 [ アクション ] フィールドで [ ファイアウォールの許可 ]、[ACL の許可 ]、ま
たは [ 廃棄 ] を選択して、トラフィックの処理方法を指定します。[ ファイ
アウォールの許可 ] を選択した場合に、さらにアクション（[ サービス ] 
ボックスで選択したプロトコルのインスペクションなど）を定義するに
は、[ 詳細 ] をクリックしてメニュー項目を選択できます。詳細について
は、次のヘルプ トピックを参照してください。

 • アプリケーション インスペクション

 • URL フィルタ

 • Quality of Service

 • インスペクション パラメータ

手順 9 [ 廃棄 ] を選択した場合は、[ ログ ] をクリックして、イベントのログを記録
できます。
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手順 10 [OK] をクリックしてこのダイアログを閉じ、変更をルータに送信します。

トラフィックの追加

[ トラフィックの追加 ] ダイアログを使用すると、ルールの送信元および宛
先アドレスのエントリを作成できます。

アクション

[Include] または [Exclude] オプションを使用して、送信元アドレスと宛先
アドレス間で交換されるトラフィックにルールを適用するかどうかを指定
します。

対象のトラフィックをルールに含める場合は、[Include] を選択します。

対象のトラフィックをルールに含めない場合は、[Exclude] を選択します。

送信元ホスト / ネットワークおよび宛先ホスト / ネットワーク

次のフィールドに、トラフィックの送信元および宛先を指定します。

タイプ

次のいずれかの値を選択します。

 • [任意の IP アドレス] ― トラフィックの送信元または宛先を任意のホス
トまたはネットワークに制限する場合に選択します。

 • [ネットワーク] ― 送信元または宛先としてネットワーク アドレスを指
定する場合に選択し、[IP アドレス ] および [ ワイルドカード マスク ] 
フィールドにネットワーク アドレスを指定します。

 • [ ホスト名または IP アドレス ] ― ホストの名前または IP アドレスを指
定する場合に選択します。その後、[ ホスト名 /IP] フィールドにホスト
を指定します。

IP アドレス

ネットワーク アドレスを入力します。このフィールドは、[ タイプ ] フィー
ルドで [ ネットワーク ] を選択した場合に表示されます。
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ファイアウォール ポリシーの編集 
ワイルドカード マスク

ネットワーク アドレスに使用するビットを指定するワイルドカード マス
クを入力します。たとえば、ネットワーク アドレスが 192.168.3.0 の場合
は、マスクとして 0.0.0.255 と指定します。このフィールドは、[ タイプ ] 
フィールドで [ ネットワーク ] を選択した場合に表示されます。

ホスト名 /IP
このフィールドには、ホストの名前または IP アドレスを入力します。名
前を入力する場合、ルータはその名前を IP アドレスに解決するために 
DNS サーバに接続できなければなりません。このフィールドは、[ タイプ ] 
フィールドで [ ホスト名または IP アドレス ] を選択した場合に表示されま
す。

アプリケーション インスペクション

この画面では、表示されているいずれかのアプリケーションまたはプロト
コルの詳細パケット インスペクションを設定できます。これを実行する
には、目的のアプリケーションまたはプロトコルの横にあるチェック 
ボックスを選択し、フィールドの右にあるボタンをクリックして、コンテ
キスト メニューから [ 作成 ] または [ 選択 ] を選択します。新しいポリシー 
マップを設定するには、[ 作成 ] を選択します。既存のポリシー マップをト
ラフィックに適用するには、[ 選択 ] を選択します。操作が完了すると、
フィールドにポリシー マップ名が表示されます。

たとえば、インスタント メッセージングに新しいポリシー マップを作成
するには、[IM] の横のチェック ボックスを選択し、[IM] フィールドの横
のボタンをクリックして、[ 作成 ] を選択します。次に、[ 詳細パケット イ
ンスペクションの設定 ] ダイアログでポリシー マップを作成します。

URL フィルタ

[URL フィルタ名 ] リストから既存の URL フィルタを選択するか、または 
[ 新規作成 ] をクリックして、表示されるダイアログで URL フィルタを新
規作成することによって、URL フィルタを追加します。このダイアログ
には、選択または作成した URL フィルタの設定の要約が表示されます。
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Quality of Service

指定した秒速（ポリシング レート）を上回るトラフィック、および指定
したバースト値を上回るトラフィックを破棄できます。ポリシング レー
トには毎秒 8,000 ～ 2,000,000,000 ビットの範囲の値を指定できます。バー
スト レートには 1,000 ～ 512,000,000 バイトの範囲の値を指定できます。

インスペクション パラメータ

[ インスペクション パラメータ ] ウィンドウでは、[ インスペクション パラ
メータ マップ ] リストからパラメータ マップを選択することによって、既
存のパラメータ マップを指定するか、または [ 新規作成 ] をクリックして
新しいパラメータ マップを作成して、変更するポリシーのルールに適用
します。指定したパラメータ マップの詳細は、[ プレビュー ] ボックスに表
示されます。

パラメータ マップについては、「インスペクション パラメータ マップと 
CBAC のタイムアウトおよびしきい値」を参照してください。

トラフィックの選択

ポリシーに追加するトラフィックを指定するクラス マップを選択します。
特定のクラス マップの詳細を表示するには、そのクラス マップを選択し
て、[ 詳細の表示 ] をクリックします。

[OK] をクリックすると、選択したクラス マップの情報が示された [ 新しい
ルールの追加 ] ダイアログが表示されます。クラス マップは、変更を加え
ることも、変更せずにそのままにしておくこともできます。変更を加える
場合に、元のクラス マップを使用する他のポリシーに変更が適用されな
いようにするには、クラス マップの名前を変更します。

削除ルール

このダイアログは、クラス マップまたは ACL が含まれるルールを削除す
るときに表示されます。クラス マップおよび ACL は、ルールと共に削除
することも、他のルールで使用できるように保持することもできます。
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ファイアウォール ポリシーの編集 
このルールで使用していたクラス マップおよび ACL を自動的に削除する

このオプションは、対象のルールに含まれるクラス マップと ACL を削除
する場合にクリックします。クラス マップと ACL はルータ設定から削除
され、他のルールでも使用できなくなります。

使用していないクラス マップおよび ACL を後で削除する

このオプションは、クラス マップと ACL を保持したままルールだけを削
除する場合にクリックします。クラス マップと ACL を保持しておき、
ファイアウォール設定の他の部分で使用できます。

詳細の表示

削除対象のルールに関連付けられているクラス マップと ACL の名前を表
示する場合は、[ 詳細の表示 ] をクリックします。ダイアログが開いて詳細
が表示されます。[ 詳細の表示 ] をクリックすると、このボタン名は [ 詳細
の非表示 ] に変わります。

詳細の非表示

このダイアログで詳細が表示されている部分を閉じる場合は、[ 詳細の非
表示 ] をクリックします。[ 詳細の非表示 ] をクリックすると、このボタン
名は [ 詳細の表示 ] に変わります。

クラス マップの手動削除

クラス マップを手動で削除するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [ 設定 ] > [ 追加タスク ] > [C3PL] > [ クラス マップ ] を選択します。

手順 2 削除するクラス マップのタイプを示すノードをクリックします。

手順 3 [ 詳細の表示 ] ウィンドウに表示されていたクラス マップの名前を選択し
て、[ 削除 ] をクリックします。

ACL の手動削除

ACL を手動で削除するには、次の手順に従ってください。
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ファイアウォール ポリシーの編集
手順 1 [ 設定 ] > [ 追加タスク ] > [ACL エディタ ] を選択します。

手順 2 削除する ACL のタイプを示すノードをクリックします。

手順 3 [ 詳細の表示 ] ウィンドウに表示されていた ACL の名前または番号を選択
して、[ 削除 ] をクリックします。
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アプリケーション セキュリティ

アプリケーション セキュリティを使用すると、セキュリティ ポリシーを
作成して、ネットワークおよび Web アプリケーションの使用を制御でき
ます。作成したポリシーを特定のインターフェイスに適用したり、既存の
ポリシーを複製して新しいポリシーの設定に利用したり、ルータからポリ
シーを削除したりできます。

アプリケーション ファイアウォールとも呼ばれるアプリケーション セ
キュリティ機能は、Cisco IOS 12.4(15)T4 で 初にサポートされました。
Cisco Configuration Professional（Cisco CP）は、Cisco IOS 12.4(9)T 以降の
リリースをサポートしています。Cisco CP でサポートされているリリース
を確認するには、Cisco Configuration Professional のリリース ノートを参照
してください。

この章の内容は、次のとおりです。

 • アプリケーション セキュリティのウィンドウ

 • アプリケーションセキュリティーポリシーがない場合

 • 電子メール

 • インスタント メッセージング

 • ピアツーピア アプリケーション

 • URL フィルタリング

 • HTTP

 • アプリケーション / プロトコル

 • インスペクション パラメータ マップと CBAC のタイムアウトおよび
しきい値
11-1
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第 11 章     アプリケーション セキュリティ        

  アプリケーション セキュリティのウィンドウ
アプリケーション セキュリティのウィンドウ
アプリケーション セキュリティのウィンドウにあるコントロールを使用
すると、ポリシーをインターフェイスに関連付けたり、グローバル設定を
行ったり、アプリケーション セキュリティ ポリシーの追加、削除および
複製を行ったりできます。アプリケーション セキュリティ ボタンを使用
すると、変更を行う必要のあるアプリケーション セキュリティ エリアに
迅速に移動できます。

ポリシー名リスト

変更するポリシーをこのリストから選択します。ポリシーが設定されてい
ない場合、このリストは空白です。また、アプリケーション セキュリ
ティのウィンドウには、ルータで使用できるポリシーがないことを通知す
るメッセージが表示されます。ポリシーを作成するには、[ アクション ] ボ
タンをクリックして [ 追加 ] を選択します。

アプリケーション セキュリティのボタン

 • [ アクション ] ボタン － ポリシーの追加、選択したポリシーの削除、ま
たは選択したポリシーの複製を行う場合にクリックします。ルータに
ポリシーが設定されていない場合、利用可能なアクションは [ 追加 ] だ
けです。

 • [関連付け] ボタン ― ポリシーをインターフェイスに関連付けることの
できるダイアログを表示する場合にクリックします。このダイアログ
では、インターフェイスの選択、およびポリシーを適用するトラ
フィックの方向の指定が可能です。

 • [グローバル設定] ボタン ― すべてのポリシーに適用するタイムアウト
値およびしきい値を設定する場合にクリックします。詳細について
は、「グローバル設定」を参照してください。

電子メール ボタン

電子メール アプリケーションのセキュリティ設定を変更する場合にク
リックします。詳細については、「電子メール」を参照してください。
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  アプリケーションセキュリティーポリシーがない場合  
インスタント メッセージング ボタン

Yahoo Messenger や MSN Messenger などのインスタント メッセージング ア
プリケーションのセキュリティ設定を変更する場合にクリックします。詳
細については、「インスタント メッセージング」を参照してください。

ピアツーピア ボタン

KaZa A や eDonkey などのピアツーピア アプリケーションのセキュリティ
設定を変更する場合にクリックします。詳細については、「アプリケー
ション / プロトコル」を参照してください。

URL フィルタリング ボタン

アプリケーション セキュリティ ポリシーでフィルタにかける URL のリス
トを追加する場合にクリックします。フィルタリング サーバを追加する
こともできます。

HTTP ボタン

HTTP のセキュリティ設定を変更する場合にクリックします。詳細につい
ては、「HTTP」を参照してください。

アプリケーション / プロトコル ボタン

他のアプリケーションおよびプロトコルのセキュリティ設定を変更する場
合にクリックします。詳細については、「アプリケーション / プロトコル」
を参照してください。

アプリケーションセキュリティーポリシーが
ない場合

[ アプリケーション セキュリティ] タブをクリックしたとき、ルータにアプ
リケーション セキュリティ ポリシーが設定されていない場合はこのウィ
ンドウが表示されます。このウィンドウではポリシーを作成できます。ま
た、ポリシーの作成時に設定できるパラメータにデフォルト値を指定する
グローバル設定を表示できます。
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  電子メール
ポリシー名

ルータに設定されているポリシーがない場合は空です。[ アクション ] コン
テキスト メニューから [ 追加 ] を選択すると、ポリシー名を作成し、その
ポリシーの設定を開始できます。

アクション

ルータにポリシーが設定されていない場合、コンテキスト メニューから 
[ 追加 ] を選択してポリシーを作成できます。ポリシーが設定されると、他
のアクション（[ 編集 ] と [ 削除 ]）も使用できるようになります。

関連付け

ポリシーが設定されていない場合、このボタンは無効です。ポリシーが作
成されたら、このボタンをクリックして、そのポリシーをインターフェイ
スに関連付けることができます。詳細については、「ポリシーをインター
フェイスに関連付ける」を参照してください。

グローバル設定

グローバル設定では、ポリシーのパラメータに、タイムアウトやしきい値
などのデフォルト値を指定します。Cisco CP では、各パラメータにデフォ
ルト値が用意されており、それぞれの値を変更して新しいデフォルト値を
定義できます。特定のアプリケーションやプロトコルで他の値が優先され
ない限り、この新しいデフォルト値が適用されます。ポリシーの作成時に
は、特定のパラメータでデフォルト値をそのまま使用するか、別の設定値
を選択することができます。デフォルト値はアプリケーション セキュリ
ティの設定ウィンドウには表示されないため、このボタンをクリックし
て、[ グローバル タイムアウトおよびしきい値 ] ウィンドウで表示する必要
があります。詳細については、「インスペクション パラメータ マップと 
CBAC のタイムアウトおよびしきい値」を参照してください。

電子メール
検査する電子メール アプリケーションをこのウィンドウで指定します。
[アプリケーション セキュリティ] タブで使用可能なボタンの詳細について
は、「アプリケーション セキュリティのウィンドウ」を参照してくださ
い。
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  電子メール  
編集ボタン

選択したアプリケーションの設定を編集する場合にクリックします。ここ
で設定した値は、ルータに設定されたグローバル設定よりも優先されま
す。

アプリケーション カラム

電子メール アプリケーションの名前（bliff、esmtp、smtp など）。アプリ
ケーションの設定を編集するには、アプリケーション名の左側にある
チェック ボックスを選択して、[ 編集 ] をクリックします。

アラート、監査、タイムアウトの各カラム

これらのカラムには、アプリケーションに対して明示的に設定された値が
表示されます。アプリケーションに対して設定が変更されていない場合、
このカラムは空です。たとえば、bliff アプリケーションに対して監査が有
効に設定され、アラートとタイムアウトの設定は変更されていない場合、
[監査 ] カラムにはオンと表示され、[アラート ] カラムと [タイムアウト ] カ
ラムは空白になります。

オプション カラム

選択したアプリケーションに対して他の設定が存在する場合、このカラム
にフィールドが表示されることがあります。

大データフィールド

簡易メール転送プロトコル（SMTP）の 1 回のセッションで転送できる
大バイト数（データ）を指定します。 大値を超過すると、ファイア
ウォールによりアラート メッセージがログに記録され、セッションが終
了されます。デフォルト値は 20MB です。

セキュリティ保護されたログイン チェック ボックス

セキュリティ保護されていない場所にいるユーザが、認証に暗号化を使用
するようにします。

リセット

認証が完了する前にクライアントが protocol 以外のコマンドを入力した場
合、TCP 接続をリセットします。
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  インスタント メッセージング
ルータ トラフィック

ルータを宛先または送信元とするトラフィックを検査できるようにしま
す。適用できるプロトコルは、H.323、TCP、UDP だけです。

インスタント メッセージング
このウィンドウでは、Yahoo Messenger や MSN Messenger などのインスタ
ント メッセージング（IM）アプリケーションのトラフィックを制御しま
す。[ アプリケーション セキュリティ] タブで使用可能なボタンの詳細につ
いては、「アプリケーション セキュリティのウィンドウ」を参照してくだ
さい。

このウィンドウで指定した特性を持つトラフィックが見つかったときに
ルータが実行するアクションを指定する方法については、「許可、ブロッ
クする、アラームの各コントロール」を参照してください。

次の例は、Yahoo Messenger のトラフィックに対してブロックされたトラ
フィック、およびそのアプリケーションのトラフィックが到達したときに
生成されるアラームを示しています。

Yahoo Messenger Block Send Alarm (checked)

IM アプリケーションをブロックするものが SDM_HIGH プロファイルで
す。ルータが SDM_HIGH プロファイルを使用しているのに、そのプロ
ファイルが IM アプリケーションをブロックしない場合は、そのアプリ
ケーションが、プロファイルに指定されていない新しいサーバに接続した
可能性が考えられます。ルータがそのようなアプリケーションをブロック
できるようにするには、IM アプリケーションの横にある [ アラームを送信
する ] チェック ボックスを選択して、そのアプリケーションが接続してい
るサーバの名前を明らかにします。そして、CLI を使用して、そのサーバ
からのトラフィックをブロックします。次の例では、サーバ名として 
newserver.yahoo.com を使用しています。

Router(config)# appfw policy-name SDM_HIGH 
Router(cfg-appfw-policy)# application im yahoo 
Router(cfg-appfw-policy-ymsgr)# server deny name newserver.yahoo.com 
Router(cfg-appfw-policy-ymsgr)# exit 
Router(cfg-appfw-policy)# exit 
Router(config)# 
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  ピアツーピア アプリケーション   
注 • IM アプリケーションは、HTTP などのノンネイティブのプロトコル 
ポートや、ネイティブの TCP および UDP ポートを介して通信できま
す。Cisco CP では、アプリケーションのネイティブ ポートに基づい
て、ブロックおよび許可のアクションが設定され、HTTP ポートを介
して実行される通信は常にブロックされます。

 • MSN Messenger 7.0 など、一部の IM アプリケーションでは、デフォル
トで HTTP ポートを使用します。これらのアプリケーションを許可す
るには、IM アプリケーションがそのネイティブ ポートを使用するよ
うに設定します。

ピアツーピア アプリケーション
このページでは、Gnutella、BitTorrent、eDonkey などのピアツーピア アプ
リケーションにポリシー設定を作成できます。[ アプリケーション セキュ
リティ ] タブで使用可能なボタンの詳細については、「アプリケーション 
セキュリティのウィンドウ」を参照してください。

このウィンドウで指定した特性を持つトラフィックが見つかったときに
ルータが実行するアクションを指定する方法については、「許可、ブロッ
クする、アラームの各コントロール」を参照してください。

次の例は、BitTorrent のトラフィックに対してブロックされたトラフィッ
ク、およびそのアプリケーションのトラフィックが到達したときに生成さ
れるアラームを示しています。

例 11-1 BitTorrent トラフィックのブロック

BitTorrent Block

注 • ピアツーピア アプリケーションは、HTTP などのノンネイティブのプ
ロトコル ポートや、ネイティブの TCP および UDP ポートを介して通
信できます。Cisco CP では、アプリケーションのネイティブ ポートに
基づいて、ブロックおよび許可のアクションが設定され、HTTP ポー
トを介して実行される通信は常にブロックされます。
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 • アプリケーション セキュリティ ポリシーでは、altnet.com などの有料
サービスから提供されたファイルはブロックされませんが、ピアツー
ピア ネットワークからダウンロードされたファイルはブロックされま
す。

URL フィルタリング
URL フィルタリングでは、URL リストを使用して、インターネット Web 
サイトへのユーザ アクセスを制御できます。URL リストでは、URL を許
可するか拒否するかを指定できます。アプリケーション セキュリティ ポ
リシーに URL フィルタリング機能を追加するには、このウィンドウで 
[URL フィルタリングの有効化 ] をクリックします。

ルータにローカル URL リストを 1 つ設定して、すべてのアプリケーショ
ン セキュリティ ポリシーに使用することができます。URL リストは、
ルータが接続可能な URL フィルタ サーバに保存することもできます。こ
れらのサーバに関する情報は、URL フィルタ サーバ リストに保存されま
す。ルータに URL フィルタ サーバ リストを 1 つ設定して、すべてのアプ
リケーション セキュリティ ポリシーに使用することができます。

このウィンドウでローカル URL リストを管理するには、[URL の追加 ]、
[URL の編集 ]、および [URL リストのインポート ] の各ボタンを使用しま
す。Cisco IOS ソフトウェアでは、アプリケーション セキュリティ ポリ
シーが設定されているかどうかに関係なく、これらのリストを管理できる
ため、[ 追加タスク ] ウィンドウでこれらのリストを管理することもできま
す。

ローカル URL リストを管理する方法については、「ローカル URL リスト」
を参照してください。

URL フィルタ サーバ リストを管理する方法については、「URL フィルタ 
サーバ」を参照してください。

ルータでローカル URL リストと URL フィルタ サーバ上の URL リストを
組み合せて使用する方法については、「URL フィルタリングの優先順位」
を参照してください。

URL フィルタリングの一般情報については、「URL フィルタリング ウィン
ドウ」を参照してください。
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HTTP
このウィンドウでは、HTTP トラフィック検査の全般的な設定を指定しま
す。[ アプリケーション セキュリティ] タブで使用可能なボタンの詳細につ
いては、「アプリケーション セキュリティのウィンドウ」を参照してくだ
さい。

このウィンドウで指定した特性を持つトラフィックが見つかったときに
ルータが実行するアクションを指定する方法については、「許可、ブロッ
クする、アラームの各コントロール」を参照してください。

ルータによる HTTP トラフィック検査の詳細については、次のリンク先に
ある『HTTP Inspection Engine』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_configuration_guide_ch
apter09186a0080455acb.html

非準拠の HTTP トラフィックを検出するチェック ボックス

HTTP プロトコルに準拠していないパケットの HTTP トラフィックを検査
する場合に選択します。[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラーム ] の各コント
ロールを使用して、このタイプのトラフィックが見つかったときにルータ
が実行するアクションを指定します。

注 非準拠の HTTP トラフィックをブロックすると、コンテンツに応じてブ
ロックされていない可能性のある、よく利用される Web サイトが HTTP プ
ロトコルに準拠していない場合、その Web サイトからのトラフィックを
ルータが破棄する場合があります。

トンネリング アプリケーションを検出するチェック ボックス

トンネリング アプリケーションによって生成されたパケットの HTTP トラ
フィックを検査する場合に選択します。[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラー
ム ] の各コントロールを使用して、このタイプのトラフィックが見つかっ
たときに Cisco CP が実行するアクションを指定します。
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URI の 大長の検査を設定するチェック ボックス

Universal Resource Indicator（URI）の 大長を定義する場合に選択します。
大長をバイト単位で指定し、[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラーム ] の各

コントロールを使用して、この値より長い URL が見つかったときにルー
タが実行するアクションを指定します。

HTTP の検査を有効にするチェック ボックス

ルータで HTTP トラフィックを検査する場合に選択します。Java アプリ
ケーションからのトラフィックをブロックする場合は、[...] ボタンをク
リックし、既存の ACL を指定するか、Java 検査用に新しい ACL を作成し
て、Java ブロッキング フィルタを指定できます。

HTTPS の検査を有効にするチェック ボックス

ルータで HTTPS トラフィックを検査する場合に選択します。

タイムアウト値を設定するチェック ボックス

HTTP セッションのタイムアウトを設定する場合に選択し、[ タイムアウ
ト ] フィールドに秒数を入力します。この時間を超過したセッションは破
棄されます。

監査証跡を有効にする

HTTP トラフィックに CBAC 監査証跡を設定できます。この設定は、[ グ
ローバル タイムアウトおよびしきい値 ] ウィンドウの設定よりも優先され
ます。[ デフォルト ] は、現在のグローバル設定が使用されるという意味で
す。[ オン ] を選択すると、HTTP トラフィックで CBAC 監査証跡を明示的
に有効にできます。HTTPS 検査が有効になっている場合は、HTTPS トラ
フィックでも CBAC 監査証跡が有効になります。この設定は、監査証跡の
グローバル設定よりも優先されます。[ オフ ] を選択すると、HTTP トラ
フィックで CBAC 監査証跡を明示的に無効にできます。HTTPS 検査が有
効になっている場合は、HTTPS トラフィックでも CBAC 監査証跡が無効
になります。この設定は、監査証跡のグローバル設定よりも優先されま
す。
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ヘッダーのオプション

HTTP ヘッダーの長さ、およびヘッダーに含まれている要求方式に基づい
て、ルータがトラフィックを許可または拒否するように指定できます。こ
の要求方式は、URL や Web ページの取得などのアクションを実行するた
めに、HTTP サーバに送信されるコマンドです。[ アプリケーション セ
キュリティ ] タブで使用可能なボタンの詳細については、「アプリケーショ
ン セキュリティのウィンドウ」を参照してください。

大ヘッダー長を設定するチェック ボックス

HTTP ヘッダーの長さに基づいて、ルータがトラフィックを許可または拒
否するように指定する場合に選択し、要求および応答の 大ヘッダー長を
指定します。[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラーム ] の各コントロールを使
用して、ヘッダー長がこれらの値を超過したときにルータが実行するアク
ションを指定します。

拡張要求方式の設定チェック ボックス

拡張要求方式に基づいて、ルータが HTTP トラフィックを許可または拒否
するように指定する場合は、その要求方式の横にあるチェック ボックス
を選択します。[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラーム ] の各コントロールを
使用して、その要求方式を使用したトラフィックが見つかったときにルー
タが実行するアクションを指定します。

RFC 要求方式の設定チェック ボックス

RFC 2616（Hypertext Transfer Protocol ― HTTP/1.1）で指定された HTTP 要
求方式のいずれかに基づいて、ルータが HTTP トラフィックを許可または
拒否するように指定する場合は、その要求方式の横にあるチェック ボッ
クスを選択します。[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラーム ] の各コントロー
ルを使用して、その要求方式を使用したトラフィックが見つかったときに
ルータが実行するアクションを指定します。
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コンテンツのオプション

ルータが HTTP トラフィックのコンテンツを検査し、トラフィックを許可
または拒否するように指定できます。また、ルータによる確認事項に応じ
てアラームが生成されるように指定することもできます。[ アプリケー
ション セキュリティ ] タブで使用可能なボタンの詳細については、「アプ
リケーション セキュリティのウィンドウ」を参照してください。

このウィンドウで指定した特性を持つトラフィックが見つかったときに
ルータが実行するアクションを指定する方法については、「許可、ブロッ
クする、アラームの各コントロール」を参照してください。

コンテンツ タイプを検証するチェック ボックス

応答と要求の照合、不明なコンテンツ タイプに対するアラームの有効化、
またはこの両方の方式を使用することによって、ルータが HTTP パケット
のコンテンツを検証するように指定する場合に選択します。[ 許可 ]、[ ブ
ロックする ]、[ アラーム ] の各コントロールを使用して、要求と応答が照
合できないとき、また不明なコンテンツ タイプが見つかったときにルー
タが実行するアクションを指定します。

コンテンツの長さを設定するチェック ボックス

HTTP パケットのデータに 小長と 大長を指定する場合は、このチェッ
ク ボックスを選択し、各フィールドに値を入力します。[ 許可 ]、[ ブロッ
クする ]、[ アラーム ] の各コントロールを使用して、データの量が 小長
を下回る場合、または 大長を上回る場合にルータが実行するアクション
を指定します。

変換時の符号化方式の設定チェック ボックス

パケット内のデータの符号化方式をルータに検証させる場合は、この
チェック ボックスを選択し、[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラーム ] の各コ
ントロールを使用して、選択した転送時の符号化方式が見つかったときに
ルータが実行するアクションを指定します。

Chunk チェック ボックス

RFC 2616（Hypertext Transfer Protocol ― HTTP/1）で指定された符号化方
式。メッセージの本文は一連の塊で転送され、それぞれの塊には独自のサ
イズ インジケータが含まれています。
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Compress チェック ボックス

UNIX の "compress" ユーティリティで作成された符号化方式。

Deflate チェック ボックス

RFC 1950（ZLIB Compressed Data Format Specification version 3.3）で定義
された "ZLIB" 方式と、RFC 1951（DEFLATE Compressed Data Format 
Specification version 1.3）で定義された "deflate" 圧縮メカニズムを組み合わ
せたもの。

gzip チェック ボックス

GNU zip（gzip）プログラムで作成された符号化方式。

Identity チェック ボックス

デフォルトの符号化方式で、符号化が行われていないことを示します。

アプリケーション / プロトコル
このウィンドウでは、他のウィンドウには見つからないアプリケーション
やプロトコルにポリシー設定を作成できます。[ アプリケーション セキュ
リティ ] タブで使用可能なボタンの詳細については、「アプリケーション 
セキュリティのウィンドウ」を参照してください。

アプリケーション / プロトコル ツリー

[ アプリケーション / プロトコル ] ツリーを使用すると、表示するアプリ
ケーションやプロトコルのタイプに応じて、右側のリストにフィルタを適
用できます。まず、表示する一般的なタイプのブランチを選択します。右
側のフレームには、選択したタイプの選択可能な項目が表示されます。ブ
ランチの左側にプラス（+）記号が表示されている場合は、フィルタの絞
り込みに使用できるサブカテゴリがあります。+ 記号をクリックしてブラ
ンチを開いてから、表示するサブカテゴリを選択します。右側のリストが
空白の場合は、そのタイプで選択可能なアプリケーションもプロトコルも
ありません。アプリケーションを選択するには、ツリーまたはリストで、
そのアプリケーションの横にあるチェック ボックスを選択します。
11-13
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



レビュー  ドラフト  ―  C I S C O  C O N F I D E N T I A L

第 11 章     アプリケーション セキュリティ        

  アプリケーション / プロトコル
例：シスコのアプリケーションをすべて表示する場合は、ブランチの 
[Applications] フォルダをクリックしてから、[Cisco] フォルダをクリック
します。アプリケーションが、clp、cisco-net-mgmt、cisco-sys のように表
示されます。

編集ボタン

選択したアプリケーションの設定を編集する場合は、このボタンをクリッ
クします。ここで設定した値は、ルータに設定されたグローバル設定より
も優先されます。

アプリケーション カラム

アプリケーションまたはプロトコルの名前（tcp、smtp、ms-sna など）。ア
プリケーションまたはプロトコルの設定を編集するには、そのアプリケー
ション名またはプロトコル名の左側にあるチェック ボックスを選択して、
[ 編集 ] をクリックします。

アラート、監査、タイムアウトの各カラム

これらのカラムには、アプリケーションまたはプロトコルに対して明示的
に設定された値が表示されます。アプリケーションまたはプロトコルに対
して設定が変更されていない場合、このカラムは空です。たとえば、
ms-sna アプリケーションに対して監査が有効に設定され、アラートとタイ
ムアウトの設定は変更されていない場合、[ 監査 ] カラムにはオンと表示さ
れますが、[ アラート ] カラムと [ タイムアウト ] カラムは空白になります。

オプション カラム

選択したアプリケーションまたはプロトコルに対して他の設定が行われて
いる場合、このカラムにフィールドが表示されることがあります。

大データ

簡易メール転送プロトコル（SMTP）の 1 回のセッションで転送できる
大バイト数（データ）を指定します。 大値を超過すると、ファイア
ウォールによりアラート メッセージがログに記録され、セッションが終
了されます。デフォルト値は 20MB です。
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セキュリティ保護されたログイン

セキュリティ保護されていない場所にいるユーザが、認証に暗号化を使用
するようにします。

リセット

認証が完了する前にクライアントが protocol 以外のコマンドを入力した場
合、TCP 接続をリセットします。

ルータ トラフィック

ルータを宛先または送信元とするトラフィックを検査できるようにしま
す。適用できるプロトコルは、H.323、TCP、UDP だけです。

インスペクション パラメータ マップと CBAC のタイム
アウトおよびしきい値  

以下の情報は、検査目的に使用するパラメータ マップを作成または編集
する場合、またはコンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）の
グローバル タイムアウトとしきい値を設定する場合に有用です。CBAC で
は、タイムアウトとしきい値に基づいて、セッションの状態情報を管理す
る期間や完全に確立されていないセッションを破棄するタイミングを決定
します。これらのタイムアウトとしきい値はすべてのセッションに適用さ
れます。

グローバル タイマー値は、秒、分、または時間単位で指定できます。

TCP 接続タイムアウト値

TCP 接続の確立を待機する時間を指定します。デフォルト値は 30 秒です。

TCP FIN-wait タイムアウト値

ファイアウォールによって FIN 交換が検出された時点から TCP セッショ
ンの管理を維持する時間を指定します。デフォルト値は 5 秒です。

TCP アイドル タイムアウト値

アクティビティが検出されなくなった時点から TCP セッションの管理を
維持する時間を指定します。デフォルト値は 3,600 秒です。
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UDP アイドル タイムアウト値

アクティビティが検出されなくなった時点から UDP（ユーザ データグラ
ム プロトコル）セッションの管理を維持する時間を指定します。デフォ
ルト値は 30 秒です。

DNS タイムアウト値

アクティビティが検出されなくなった時点からドメイン ネーム システム
（DNS）の名前検索セッションの管理を維持する時間を指定します。デ
フォルト値は 5 秒です。

SYN フラッド Dos 攻撃しきい値

ハーフオープン セッションの数が異常に多い場合は、サービス拒否
（DoS）攻撃が行われている可能性があります。DoS 攻撃しきい値を設定
すると、ルータは、ハーフオープン セッションの合計数が 大しきい値
を超えた時点でそれらのセッションの破棄を開始します。次のしきい値を
定義することによって、ルータがハーフオープン セッションの破棄を開
始するタイミングと停止するタイミングを指定できます。

1 分間のセッション数のしきい値。次のフィールドでは、新しい接続試
行数のしきい値を指定します。

下限 新しい接続の数がこの値以下になると、新しい接
続の破棄を停止します。デフォルト値は 400 セッ
ションです。

上限 新しい接続の数がこの値を超えると、新しい接続
の破棄を開始します。デフォルト値は 500 セッ
ションです。

大インコンプリート セッション数のしきい値。次のフィールドでは、
既存のハーフオープン セッションの合計数のしきい値を指定します。
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第 11 章     アプリケーション セキュリティ

  アプリケーション / プロトコル  
ホストあたりの 大インコンプリート TCP セッション数：

ルータは、1 台のホストに対するハーフオープン セッションの合計数がこ
の数を超えると、それらのセッションの破棄を開始します。デフォルトの
セッション数は 50 です。[ ブロック時間 ] フィールドに値を入力すると、
ルータはそのホストに対する新しい接続を指定した時間（分数）だけブ
ロックします。

グローバルに監査を有効にする

すべてのトラフィック タイプに対する CBAC 監査証跡メッセージの生成
を有効にする場合に選択します。

グローバルにアラートを有効にする

すべてのトラフィック タイプに対する CBAC アラート メッセージの生成
を有効にする場合に選択します。

下限 新しい接続の数がこの値以下になると、新しい接
続の破棄を停止します。12.4(11)T よりも前の 
Cisco IOS でのデフォルト値は 400 セッションです。
[ 下限 ] 値が明示的に設定されていない場合、セッ
ション数が 400 になると、Cisco IOS は新しいセッ
ションの破棄を中止します。

Cisco IOS 12.4(11)T 以降では、デフォルト値は設定
されていません。[ 下限 ] 値が明示的に設定されてい
ない場合、新しい接続の破棄は中止されません。

上限 新しい接続の数がこの値を超えると、新しい接続
の破棄を開始します。12.4(11)T よりも前の 
Cisco IOS でのデフォルト値は 500 セッションです。
[ 上限 ] 値が明示的に設定されていない場合、確立さ
れた新しいセッションが 500 を超えると、
Cisco IOS はセッションを破棄し始めます。

12.4(11)T 以降の Cisco IOS リリースでは、デフォル
ト値は設定されていません。[ 上限 ] 値が明示的に設
定されていない場合、新しい接続の破棄は開始さ
れません。
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第 11 章     アプリケーション セキュリティ        

  アプリケーション / プロトコル
ポリシーをインターフェイスに関連付ける

このウィンドウでは、選択したポリシーを適用するインターフェイスを選
択します。また、ポリシーを適用するトラフィックの方向を、受信、送
信、その両方、のいずれにするかを指定できます。

たとえば、ルータに FastEthernet 0/0 と FastEthernet 0/1 のインターフェイ
スがあり、両方向のトラフィックで FastEthernet 0/1 インターフェイスにポ
リシーを適用する場合は、FastEthernet 0/1 の横にあるチェック ボックスを
選択し、[ 受信 ] カラムと [ 送信 ] カラム両方のチェック ボックスを選択し
ます。受信トラフィックだけを検査する場合は、[ 受信 ] カラムのチェック 
ボックスだけを選択します。

インスペクション ルールの編集

このウィンドウでは、アプリケーションのカスタム インスペクション 
ルール設定を指定します。ここで設定し、ルータの設定に適用する値は、
グローバル設定よりも優先されます。

このウィンドウで設定できるパラメータのグローバル設定を表示するに
は、[ アプリケーション セキュリティ ] ウィンドウの [ グローバル設定 ] ボ
タンをクリックします。詳細については、「インスペクション パラメータ 
マップと CBAC のタイムアウトおよびしきい値」を参照してください。

アラート フィールド

次のいずれかの値を選択します。

 • [ デフォルト ] ― アラートのグローバル設定を使用する。

 • [ オン ] ― このタイプのトラフィックが見つかったときに、アラートを
生成する。

 • [ オフ ] ― このタイプのトラフィックが見つかったときに、アラートを
生成しない。

監査フィールド

次のいずれかの値を選択します。

 • [ デフォルト ] ― 監査証跡のグローバル設定を使用する。
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第 11 章     アプリケーション セキュリティ

  アプリケーション / プロトコル  
 • [ オン ] ― このタイプのトラフィックが見つかったときに、監査証跡を
生成する。

 • [ オフ ] ― このタイプのトラフィックが見つかったときに、監査証跡を
生成しない。

タイムアウト フィールド

アクティビティが検出されなくなった時点から、このアプリケーションの
セッションの管理を維持する秒数を入力します。TCP アプリケーションな
らば TCP アイドル タイムアウト値、UDP アプリケーションならば UDP タ
イムアウト値が、入力したタイムアウト値によって設定されます。

その他のオプション

これ以外のオプションを設定できるアプリケーションもあります。アプリ
ケーションによっては、次に説明するオプションが表示される場合もあり
ます。

大データ フィールド

簡易メール転送プロトコル（SMTP）の 1 回のセッションで転送できる
大バイト数（データ）を指定します。 大値を超過すると、ファイア
ウォールによりアラート メッセージがログに記録され、セッションが終
了されます。デフォルト値は 20MB です。

セキュリティ保護されたログイン チェック ボックス

セキュリティ保護されていない場所にいるユーザが、認証に暗号化を使用
するようにします。

リセット チェック ボックス

認証が完了する前にクライアントが protocol 以外のコマンドを入力した場
合、TCP 接続をリセットします。

ルータ トラフィック チェック ボックス

ルータを宛先または送信元とするトラフィックを検査できるようにしま
す。適用できるプロトコルは、H.323、TCP、UDP だけです。
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第 11 章     アプリケーション セキュリティ        

  アプリケーション / プロトコル
許可、ブロックする、アラームの各コントロール

[ 許可 ]、[ ブロックする ]、[ アラーム ] の各コントロールを使用して、指定
した特性を持つトラフィックが見つかったときにルータが実行するアク
ションを指定します。これらのコントロールを備えたオプションにポリ
シーを設定するには、そのオプションの横にあるチェック ボックスを選
択します。そして、[ アクション ] カラムで、そのオプションに関連するト
ラフィックを許可する場合は [ 許可 ]、拒否する場合は [ ブロックする ] を選
択します。このタイプのトラフィックが見つかったときにアラームを送信
する場合は、[ アラームを送信する ] チェック ボックスを選択します。この 
[ アラームを送信する ] コントロールは、すべてのウィンドウで使用される
わけではありません。

アプリケーション セキュリティがログにアラームを送信するようにする
には、ロギングを有効にしておく必要があります。詳細については、「ア
プリケーション セキュリティ ログ」を参照してください。
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サイト間 VPN

この章の各トピックでは、サイト間 VPN 設定画面および VPN 設計ガイド
画面について説明します。

VPN 設計ガイド
VPN ネットワークを設定する管理者は、VPN 設計ガイドを使用して、設
定する VPN のタイプを決定することができます。ユーザのタイプ、ルー
タが VPN 接続を確立する機器の種類、VPN が転送するトラフィックのタ
イプ、および設定すべきその他の機能について情報を入力します。これら
の情報を入力すると、VPN 設計ガイドが推奨 VPN タイプを示し、ウィ
ザードを開始して、このタイプの VPN を設定することができます。

サイト間 VPN の作成
仮想プライベート ネットワーク（VPN）を使用すると、組織によって所
有または制御されていない可能性のある回線上で転送されるトラフィック
を保護できます。VPN では、このような回線で送信されるトラフィック
を暗号化したり、トラフィック送信の前にピアを認証したりできます。

Cisco Configuration Professional（Cisco CP）で VPN アイコンをクリックす
ると、指示に従って簡単な VPN 設定を行うことができます。[ サイト間 
VPN の作成 ] タブのウィザードを使用する場合は、簡単に設定できるよう
に、Cisco CP によって一部の設定パラメータのデフォルト値が用意されま
す。
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サイト間 VPN の作成
VPN 技術の詳細については、「VPN に関する詳細情報」を参照してくださ
い。

サイト間 VPN の作成

このオプションでは、2 つのルータを接続する VPN ネットワークを作成で
きます。

安全な GRE トンネル（GRE over IPSec）を作成する

このオプションでは、ルータとピア システム間にジェネリック ルーティ
ング カプセル化プロトコル（GRE）トンネルを設定できます。

実行する操作

目的 手順

2 つのルータを接続する VPN ネットワークの一
部としてルータを設定する。

2 つのルータ間の VPN ネットワークを設定する
場合は、リモート ルータの認証方法、トラ
フィックの暗号化方法、暗号化の対象となるト
ラフィックを制御できる。

[ サイト間 VPN の作成 ] を選択する。次に、
[ 選択したタスクを実行する ] をクリックす
る。

ルータと別のルータ間に GRE トンネルを設定
する。

異なる LAN プロトコルを使用するネットワー
ク同士を接続する必要がある場合、またはリ
モート システムへの接続を介してルーティング 
プロトコルを送信する必要がある場合は、GRE 
トンネルを設定できる。

[ 安全な GRE トンネル（GRE over IPSec）を
作成する ] を選択する。次に、[ 選択したタ
スクを実行する ] をクリックする。
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サイト間 VPN の作成  
このウィザードでは説明されていない他の VPN 
関連タスクを実行する方法を調べる。

次のリストからトピックを選択する。

 • ルータに送信中の IOS コマンドを表示
する方法

 • 複数のサイトに対して VPN を作成する
方法 

 • VPN の設定後にピア ルータ上で VPN を
設定する方法 

 • 既存の VPN トンネルを編集する方法 

 • VPN の動作を確認する方法

 • VPN に対してバックアップ ピアを設定
する方法 

 • VPN サポート レベルが異なる複数のデ
バイスを調整する方法

 • サポートされていないインターフェイ
スで VPN を設定する方法 

 • ファイアウォールの設定後に VPN を設
定する方法 

 • VPN に対して NAT パススルーを設定す
る方法

 • DMVPN を手動で設定する方法

目的 手順
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サイト間 VPN の作成
サイト間 VPN ウィザード

ほとんどの設定値については、Cisco CP のデフォルト設定を使用できま
す。または、Cisco CP の指示に従って VPN を設定することもできます。

Easy VPN コンセントレータを設定する。

Easy VPN サーバおよびコンセントレータの設
定については、www.cisco.com を参照。

次のリンク先には、Cisco VPN 3000 シリー
ズのコンセントレータを Easy VPN リモート 
フェーズ II クライアントとともに動作する
ように設定する場合のガイドライン、およ
びその他の役立つ情報が提供されています。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ioss
wrel/ps5012/products_feature_guide09186a008
00a8565.html

次のリンクでは、Cisco VPN 3000 シリーズ
のドキュメントにアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpnd
evc/ps2284/products_getting_started_guide_bo
ok09186a00800bbe74.html

目的 手順
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実行する操作

目的 手順

Cisco CP のデフォルトを使用して
サイト間 VPN をすばやく設定す
る。

[クイック セットアップ ] を選択して、[次へ ] をクリック
する。

認証を管理するデフォルト IKE ポリシー、データの暗
号化を制御するデフォルト トランスフォーム セット、
ルータとリモート デバイス間のすべてのトラフィック
を暗号化するデフォルト IPSec ルールが Cisco CP によっ
て自動的に提供される。

クイック セットアップは、ローカル ルータとリモート 
システムの両方が Cisco CP を使用する Cisco ルータであ
る場合に 適。

IOS イメージで 3DES 暗号化がサポートされている場合
は、3DES がクイック セットアップで設定される。それ
以外の場合は、DES 暗号化が設定される。AES または 
SEAL 暗号化の設定が必要な場合は、[ ステップ バイ ス
テップ ウィザード ] をクリックする。

ワンステップの VPN 設定で使用さ
れるデフォルトの IKE ポリシー、
トランスフォーム セット、および 
IPSec ルールを表示する。

[ デフォルトの表示 ] をクリックする。

指定したパラメータを使用してサ
イト間 VPN を設定する。

[ ステップ バイ ステップ ウィザード ] を選択し、[ 次へ ] 
をクリックする。

VPN のカスタム設定を作成し、必要な Cisco CP デフォ
ルトを使用することができる。

ステップ バイ ステップ ウィザードでは、クイック セッ
トアップ ウィザードで設定されるよりも強力な暗号化
を指定できる。
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サイト間 VPN の作成
デフォルトの表示

このウィンドウでは、Cisco CP がクイック セットアップのサイト間 VPN 
の設定に使用するデフォルトのインターネット キー交換（IKE）ポリ
シー、トランスフォーム セット、および IPSec ルールが表示されます。こ
のウィンドウの表示内容と異なる設定が必要な場合は、設定値を定義でき
る [ ステップ バイ ステップ ウィザード ] を選択します。

VPN 接続情報

このウィンドウを使用して、設定している VPN トンネルを終端するリ
モート サイトの IP アドレスまたはホスト名の識別、使用するルータ イン
ターフェイスの指定、および両方のルータがお互いの認証に使用する事前
共有キーの入力を実行することができます。

この VPN 接続に対するインターフェイスの選択

このルータで、リモート サイトに接続するインターフェイスを選択しま
す。設定中のルータは、ユース ケース シナリオ図でローカル ルータとし
て表示されています。

ピア ID

設定中の VPN トンネルを終端するリモート IP セキュリティ（IPSec）ピア
の IP アドレスを入力します。リモート IPSec ピアは、別のルータ、VPN 
コンセントレータ、IPSec をサポートしているその他のゲートウェイ デバ
イスなどです。

ダイナミック IP アドレスを持つピア

ルータの接続先のピアが、ダイナミックに割り当てられた IP アドレスを
使用している場合は、このオプションを選択します。

スタティック IP アドレスを持つピア

ルータの接続先のピアが、固定した IP アドレスを使用している場合はこ
のオプションを選択します。
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サイト間 VPN の作成  
リモート ピアの IP アドレスを入力

[ スタティック IP アドレスを持つピア ] を選択した場合に有効です。リ
モート ピアの IP アドレスを入力します。

認証

VPN ピアが事前共有キーを使用して相手からの接続を認証する場合は、
このボタンをクリックします。このキーは、VPN 接続の両側で同じでな
ければなりません。

事前共有キーを入力し、確認のためにキーを再入力します。暗号化された
電子メール メッセージなどの安全で便利な手段を使用して、リモート サ
イトの管理者と事前共有キーを交換します。事前共有キーでは、疑問符

（?）およびスペースを使用できません。事前共有キーの 大長は 128 文字
です。

注 • 事前共有キーとして入力した文字は、フィールドには表示されませ
ん。キーを入力する前に、リモート システムの管理者に伝えることが
できるようにメモしておくと便利です。

 • 事前共有キーは、安全なトンネルを確立する必要がある IPSec ピアの
各ペア間で交換する必要があります。この認証方法は、限られた数の 
IPSec ピアとの安定したネットワークに適しています。IPSec ピアが多
いネットワーク、またはピアの数が増えたネットワークでは、スケー
ラビリティの問題が生じることがあります。

デジタル証明書

VPN ピアが認証にデジタル証明書を使用する場合は、このボタンをク
リックします。

注 ルータは、自身を認証するために、認証機関（CA）によって発行された
デジタル証明書を保持していなければなりません。ルータに対してデジタ
ル証明書を設定していない場合は、VPN コンポーネントに移動してデジ
タル証明書ウィザードを使用し、デジタル証明書を登録します。
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暗号化するトラフィック

クイック セットアップでサイト間 VPN 接続を設定している場合は、この
ウィンドウで送信元と宛先のサブネットを指定する必要があります。

送信元

この VPN 接続のトラフィックの送信元になるルータ上のインターフェイ
スを選択します。このインターフェイスを通過するトラフィックのうち、
宛先 IP アドレスが [ 宛先 ] エリアで指定したサブネットにあるものは、す
べて暗号化されます。

詳細 
このボタンをクリックすると、選択したインターフェイスの詳細を取得で
きます。詳細ウィンドウには、インターフェイスに関連付けられているす
べてのアクセス ルール、IPSec ポリシー、ネットワーク アドレス変換

（NAT）ルール、またはインスペクション ルールが表示されます。これら
のルールの詳細については、[ 追加タスク ]、[ACL エディタ ] の順にクリッ
クして、ルールのウィンドウを参照してください。

宛先

[IP アドレス ] と [ サブネット マスク ]。このトラフィックの宛先の IP アド
レスとサブネット マスクを入力します。これらのフィールドに値を入力
する方法の詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照し
てください。

宛先は、メインの VPN ウィザード ウィンドウのユース ケース シナリオ図
にリモート ルータとして表示されます。

IKE プロポーザル

このウィンドウには、ルータに設定されているすべてのインターネット 
キー交換（IKE）ポリシーのリストが表示されます。ユーザ定義のポリ
シーが設定されていない場合、ウィンドウには Cisco CP のデフォルト IKE 
ポリシーが表示されます。IKE ポリシーは、VPN 上のデバイスが自身を認
証する方法を管理します。

ローカル ルータは、このウィンドウに表示される IKE ポリシーを使用し
て、リモート ルータとの認証をネゴシエートします。
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ローカル ルータとピア デバイスは、どちらも同じポリシーを使用してい
なければなりません。VPN 接続を開始するルータは、優先順位が 下位
のポリシーを 初に提示します。リモート システムがそのポリシーを拒
否した場合、ローカル ルータは、次に優先順位が低いポリシーを提示し、
リモート システムの許可が得られるまで提示を続けます。両方のルータ
に同じポリシーを設定できるように、ピア システムの管理者と事前に綿
密な調整をしておく必要があります。

Easy VPN 接続の場合、IKE ポリシーは Easy VPN サーバでのみ設定されま
す。Easy VPN クライアントがプロポーザルを送信し、設定済みの IKE ポ
リシーに従ってサーバが応答します。

優先順位

ネゴシエーション中にポリシーが提示される順序です。

暗号化

Cisco CP は、さまざまなタイプの暗号化をサポートしています。これらは
安全性が高い順にリスト表示されています。暗号化タイプが安全であるほ
ど、処理時間が長くなります。

注 • すべてのルータがすべての暗号化タイプをサポートしているわけでは
ありません。サポートされていないタイプは、画面に表示されませ
ん。

 • Cisco CP がサポートしている暗号化タイプには、IOS イメージでサ
ポートしていないものもあります。IOS イメージでサポートされてい
ないタイプは、画面に表示されません。

 • ハードウェア暗号化が有効になっている場合は、ハードウェア暗号化
でサポートされている暗号化タイプだけが画面に表示されます。

Cisco CP では、次のタイプの暗号化がサポートされています。

 • DES ― データ暗号化標準。この暗号化形式は、56 ビットの暗号化を
サポートします。

 • 3DES ― トリプル DES。これは、DES よりも強力な暗号化形式で、
168 ビットの暗号化をサポートします。
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 • AES-128 ― 128 ビットのキーを使用する Advanced Encryption Standard
（AES）暗号化。AES は、DES よりも強力なセキュリティを提供し、

3DES よりも計算効率が高くなります。

 • AES-192 ― 192 ビットのキーを使用する AES 暗号化。

 • AES-256 ― 256 ビットのキーを使用する AES 暗号化。

ハッシュ

ネゴシエーションに使用される認証アルゴリズムです。Cisco CP では、次
のアルゴリズムがサポートされています。

 • SHA_1 ― Secure Hash Algorithm。パケット データの認証に使用される
ハッシュ アルゴリズム。

 • MD5 ― Message Digest 5。パケット データの認証に使用されるハッ
シュ アルゴリズム。

D-H グループ

Diffie-Hellman グループ ― Diffie-Hellman は、2 つのルータ間で、安全でな
い通信チャネルを使用して秘密情報を共有できるようにするパブリック 
キー暗号プロトコルです。Cisco CP では、次のグループがサポートされて
います。

 • グループ 1 ― D-H グループ 1。768 ビットの D-H グループ。

 • グループ 2 ― D-H グループ 2。1,024 ビットの D-H グループ。このグ
ループは、グループ 1 よりも強力なセキュリティを提供しますが、処
理時間が長くなります。

 • グループ 5 ― D-H グループ 5。1,536 ビットの D-H グループ。このグ
ループは、グループ 2 よりも強力なセキュリティを提供しますが、処
理時間が長くなります。

認証

使用される認証方式です。次の値がサポートされています。

 • PRE_SHARE ― 認証は事前共有キーを使用して実行されます。

 • RSA_SIG ― 認証はデジタル証明書を使用して実行されます。
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注 VPN 接続に使用するインターフェイスを指定したときに指定した認証タ
イプを選択する必要があります。

タイプ

[Cisco CP デフォルト ] または [ ユーザ定義 ] のいずれかになります。ルータ
でユーザ定義のポリシーが作成されていない場合、このウィンドウにはデ
フォルト IKE ポリシーが表示されます。

IKE ポリシーを追加または編集するには

このリストに含まれていない IKE ポリシーを追加する場合は、[ 追加 ] をク
リックし、表示されるウィンドウでポリシーを作成します。既存のポリ
シーを編集する場合は、ポリシーを選択し、[ 編集 ] をクリックします。
Cisco CP デフォルト ポリシーは読み取り専用で編集できません。

ポリシー リストをそのまま使用するには

IKE ポリシー リストをそのまま使用して作業を続けるには、[ 次へ ] をク
リックします。

トランスフォーム セット

このウィンドウには、このルータに設定されている Cisco CP のデフォルト 
トランスフォーム セットとその他のトランスフォーム セットのリストが
表示されます。これらのトランスフォーム セットは、VPN または 
DMVPN で使用できるようになります。トランスフォーム セットは、セ
キュリティ プロトコルとアルゴリズムの特定の組み合わせです。IPSec セ
キュリティ アソシエーションのネゴシエート時に、ピアは特定のデータ 
フローを保護するために使用するトランスフォーム セットについて合意
します。トランスフォームには、特定のセキュリティ プロトコルが、対
応するアルゴリズムとともに記述されています。

このウィンドウで選択できるトランスフォーム セットは 1 つだけですが、
[VPN の編集 ] タブまたは [DMVPN の編集 ] タブを使用して、VPN または 
DMVPN 接続に追加のトランスフォーム セットを割り当てることができま
す。
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トランスフォーム セットの選択

このリストから使用するトランスフォーム セットを選択します。

選択したトランスフォーム セットの詳細

このエリアには、選択したトランスフォーム セットに関する次の詳細情
報が表示されます。すべての暗号化、認証、および圧縮のタイプを設定す
る必要はないので、場合によっては値が含まれていないカラムがありま
す。

各カラムに含めることができる値については、「トランスフォーム セット
の追加 / 編集」を参照してください。

名前

このトランスフォーム セットに付けられている名前です。

ESP 暗号化

使用されている ESP（Encapsulating Security Protocol）暗号化のタイプで
す。トランスフォーム セットに対して ESP 暗号化が設定されていない場
合、このカラムは空です。

ESP 認証

使用される ESP 認証のタイプです。トランスフォーム セットに対して 
ESP 認証が設定されていない場合、このカラムは空です。

AH 認証

使用される認証ヘッダー（AH）認証のタイプです。トランスフォーム 
セットに対して AH 認証が設定されていない場合、このカラムは空です。

IP 圧縮

トランスフォーム セットに対して IP 圧縮が設定されていない場合、この
フィールドには値 COMP-LZS が含まれます。

注 IP 圧縮をサポートしていないルータもあります。

モード

このカラムには、次のいずれかが含まれます。
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 • [ トランスポート ] ― データのみ暗号化します。トランスポート モード
は、両方のエンドポイントが IPsec をサポートしている場合に使用さ
れます。トランスポート モードは、オリジナルの IP ヘッダーの後に
認証ヘッダーまたは ESP（encapsulated security payload）を配置しま
す。したがって、IP ペイロードだけが暗号化されます。この方法を使
用すると、ユーザは Quality Of-Service（QoS）コントロールなどの
ネットワーク サービスを暗号化したパケットに適用できます。

 • [ トンネル ] ― データと IP ヘッダーを暗号化します。トンネル モード
では、トランスポート モードより強力に防御できます。IP パケット全
体を AH または ESP 内にカプセル化して新しい IP ヘッダーを加えるこ
とによって、データグラム全体をカプセル化できるからです。トンネ
ル モードでは、ルータなどのネットワーク デバイスを複数の VPN 
ユーザの IPsec プロキシとして機能させることができます。

タイプ

[ ユーザ定義 ] または [Cisco CP デフォルト ] のいずれかになります。

実行する操作

目的 手順

使用する VPN のトランスフォーム 
セットを選択する。

トランスフォーム セットを選択し、[ 次へ ] をクリック
する。

ルータの設定にトランスフォーム 
セットを追加する。

[追加 ] をクリックし、[トランスフォーム セットの追加 ] 
ウィンドウでトランスフォーム セットを作成する。次
に [ 次へ ] をクリックして、VPN 設定を続ける。

既存のトランスフォーム セットを
編集する。

トランスフォーム セットを選択し、[ 編集 ] をクリック
する。次に、[ トランスフォーム セットの編集 ] ウィン
ドウでトランスフォーム セットを編集する。トランス
フォーム セットを編集したら、[ 次へ ] をクリックして、
VPN 設定を続ける。ただし、Cisco CP デフォルト トラ
ンスフォーム セットは読み取り専用で編集できない。

追加のトランスフォーム セットを
この VPN に関連付ける。

このウィンドウでトランスフォーム セットを 1 つ選択
し、VPN ウィザードを終了する。次に、[ 編集 ] タブで
他のトランスフォーム セットを VPN に関連付ける。
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保護するトラフィック

このウィンドウでは、この VPN が保護するトラフィックを定義します。
VPN は、指定したサブネット間のトラフィック、または選択した IPSec 
ルールで指定されたトラフィックを保護できます。

以下のサブネット間のすべてのトラフィックを保護する

このオプションを使用して、アウトバウンド トラフィックを暗号化する
送信元サブネット（LAN 上のサブネット）を 1 つと、[VPN 接続 ] ウィン
ドウで指定したピアでサポートされている宛先サブネットを 1 つ指定しま
す。

他の送信元と宛先ペア間のすべてのトラフィックは暗号化されずに送信さ
れます。

送信元

アウトバウンド トラフィックを保護するサブネットのアドレスを入力し、
サブネット マスクを指定します。詳細については、「使用可能なインター
フェイス設定」を参照してください。

この送信元サブネットから発信されるトラフィックで、宛先サブネットの
宛先 IP アドレスを持つトラフィックはすべて保護されます。

宛先

宛先サブネットのアドレスを入力し、そのサブネットのマスクを指定しま
す。リストからサブネット マスクを選択するか、カスタム マスクを入力
できます。前の例のように、サブネット番号およびマスクは、ドット（.）
で区切った 10 進表記で指定する必要があります。

このサブネット上のホストに送られるすべてのトラフィックは保護されま
す。

IPSec トラフィックのアクセス リストを作成 / 選択する

複数の送信元および宛先を指定する必要がある場合や、特定のタイプのト
ラフィックを暗号化する場合は、このオプションを使用します。IPSec 
ルールは、複数のエントリで設定され、各エントリにはそれぞれ異なるト
ラフィック タイプや送信元および宛先を指定できます。
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フィールドの横のボタンをクリックし、暗号化するトラフィックを定義し
ている既存の IPSec ルールを指定するか、この VPN で使用する IPSec ルー
ルを作成します。IPSec ルールの番号がわかっている場合は、右のボック
スに入力します。ルールの番号がわからない場合は、[...] ボタンをクリッ
クして、ルールを参照します。ルールを選択すると、番号がボックスに表
示されます。

注 トラフィック タイプ、および送信元と宛先の両方を指定できるので、
IPSec ルールは拡張ルールです。標準ルールの番号または名前を入力した
場合、名前または番号が標準ルールであることを通知する警告メッセージ
が表示されます。

IPSec ルールの条件と一致しないパケットはすべて暗号化されずに送信さ
れます。

設定の要約

このウィンドウには、作成した VPN または DMVPN 設定が表示されます。
このウィンドウで設定を確認し、必要な場合は、[ 戻る ] ボタンをクリック
して変更できます。

スポーク設定

DMVPN ハブを設定している場合は、自分や他の管理者が DMVPN スポー
クを設定するときに役立つ手順を Cisco CP で生成できます。この手順は、
ウィザードで選択するオプションとスポーク設定ウィンドウで入力する情
報について説明するものです。この情報を自分や他の管理者が使用できる
テキスト ファイルに保存できます。

設定後の接続テスト

設定が終わった VPN 接続をクリックしてテストします。テストの結果は、
別のウィンドウに表示されます。
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この設定をルータの実行コンフィギュレーションに保存してウィザードを終了するには

[ 完了 ] をクリックします。設定の変更がルータの実行コンフィギュレー
ションに保存されます。変更はすぐに有効になりますが、ルータの電源を
切ると失われます。

Cisco CP の [ 設定 ] ウィンドウで [ コマンドをルータに配信する前にプレ
ビューする ] チェック ボックスを選択した場合は、[ 配信 ] ウィンドウが表
示されます。このウィンドウで、ルータに配信する CLI コマンドを確認で
きます。

スポーク設定

このウィンドウに表示されている情報を使用して、設定済みの DMVPN ハ
ブと互換性のある設定をスポーク ルータに設定できます。このウィンド
ウには、作業が必要なウィンドウのリストが表示され、そのウィンドウ内
で入力しなければならないデータが示されます。スポークは、これらの
データを使用してハブと通信します。

スポーク設定に入力しなければならないデータとして、次のデータが表示
されます。

 • ハブのパブリック IP アドレス。これは、mGRE トンネルをサポートす
るハブ インターフェイスの IP アドレスです。

 • ハブの mGRE トンネルの IP アドレス。

 • DMVPN のすべてのトンネル インターフェイスで使用しなければなら
ないサブネット マスク。

 • 詳細トンネル設定情報。

 • 使用するルーティング プロトコルと、自律システム番号（EIGRP の場
合）や OSPF プロセス ID など、そのプロトコルに関連付けられている
すべての情報。

 • ハブが使用する IKE ポリシーのハッシュ、暗号化、DH グループ、お
よび認証タイプ。これらにより、互換性のある IKE ポリシーをスポー
クに設定できます。

 • ハブが使用するトランスフォーム セットの ESP およびモードについて
の情報。スポークに同じトランスフォーム セットが設定されていない
場合は、この情報を使用して設定できます。
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GRE トンネル（GRE over IPSec）の保護

ジェネリック ルーティング カプセル化（GRE）は、Cisco が開発したトン
ネリング プロトコルです。IP トンネル内のさまざまなタイプのプロトコ
ル パケットをカプセル化し、IP インターネットワーク上にリモートの 
Cisco ルータへの仮想ポイントツーポイント リンクを確立できます。シン
グルプロトコルのバックボーン環境にマルチプロトコル サブネットワー
クを接続して、GRE を使用した IP トンネリングを利用すれば、シングル
プロトコルのバックボーン環境にまたがるネットワーク拡張が可能になり
ます。

このウィザードでは、IPSec 暗号化を使用する GRE トンネルを作成できま
す。GRE トンネル設定を作成するときは、トンネルのエンドポイントを
記述する IPSec ルールも作成します。

GRE トンネル情報

この画面には全般的な GRE トンネル情報が表示されます。

トンネルの送信元

トンネルが使用するインターフェイスのインターフェイス名または IP ア
ドレスを選択します。インターフェイスの IP アドレスは、トンネルのも
う一方の端からこのインターフェイスに到達できる必要があります。した
がって、このインターフェイスには、ルート指定可能なパブリック IP ア
ドレスが必要です。設定済みのインターフェイスに関連付けられていない 
IP アドレスを入力すると、エラーが表示されます。

注 [ インターフェイス ] リストには、スタティック IP アドレスを持つイン
ターフェイスとアンナンバードとして設定されているインターフェイスが
リスト表示されます。ループバック インターフェイスは、このリストに
は含まれません。

詳細

クリックすると、選択したインターフェイスの詳細を取得できます。詳細
ウィンドウには、インターフェイスに関連付けられているすべてのアクセ
ス ルール、IPSec ポリシー、NAT ルール、またはインスペクション ルール
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が表示されます。NAT ルールがこのインターフェイスに適用されている場
合はアドレスが到達不可能になるので、トンネルは適切に動作しません。
これらのルールの詳細については、[ 追加タスク ]、[ACL エディタ ] の順に
クリックして、[ ルール ] ウィンドウを検査してください。

トンネルの宛先

トンネルのもう一方の端にあるリモート ルータ上のインターフェイスの 
IP アドレスを入力します。これは、トンネルのもう一方の端から見た場
合、送信元インターフェイスになります。

ping コマンドを使用して、このアドレスに到達できることを確認します。
ping コマンドは、[ ツール ] メニューから利用できます。宛先アドレスに到
達できない場合は、トンネルが適切に作成されていません。

GRE トンネルの IP アドレス

トンネルの IP アドレスを入力します。トンネルの両端の IP アドレスは、
同じサブネット上にある必要があります。トンネルには、必要な場合はプ
ライベート アドレスにできるように個別の IP アドレスが与えられます。

IP アドレス

トンネルの IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記で入力します。
詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してくださ
い。

サブネット マスク

トンネルのサブネット マスクをドット（.）で区切った 10 進表記で入力し
ます。

VPN 認証情報

VPN ピアは、相手からの接続を認証するために事前共有キーを使用しま
す。このキーは、VPN 接続の両側で同じでなければなりません。
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事前共有キー

VPN ピアが認証に事前共有キーを使用する場合は、このボタンをクリッ
クして事前共有キーを入力し、その後、確認のためキーを再入力します。
暗号化された電子メール メッセージなどの安全で便利な手段を使用して、
リモート サイトの管理者と事前共有キーを交換します。事前共有キーで
は、疑問符（?）およびスペースを使用できません。

注 • 事前共有キー用に入力した文字は、フィールドには表示されません。
キーを入力する前に、リモート システムの管理者に伝えることができ
るようにメモしておくと便利です。

 • 事前共有キーは、安全なトンネルを確立する必要がある IPSec ピアの
各ペア間で交換する必要があります。この認証方法は、限られた数の 
IPSec ピアとの安定したネットワークに適しています。IPSec ピアが多
いネットワーク、またはピアの数が増えたネットワークでは、スケー
ラビリティの問題が生じることがあります。

デジタル証明書

VPN ピアが認証にデジタル証明書を使用する場合は、このボタンをク
リックします。

ルータは、自身を認証するために、認証機関（CA）によって発行された
デジタル証明書を保持していなければなりません。ルータに対してデジタ
ル証明書を設定していない場合は、VPN コンポーネントに移動してデジ
タル証明書ウィザードを使用し、デジタル証明書を登録します。

注 デジタル証明書を使用して認証する場合は、IKE ネゴシエーション中にア
クセスされる CA サーバに、証明書失効リスト（CRL）要求に応答するた
めの設定がないと、VPN トンネルが作成されない可能性があります。こ
の問題を修正するには、[ デジタル証明書 ] ページに移動して設定されてい
るトラストポイントを選択し、[ 取り消しの確認 ] で [ なし ] を選択します。
12-19
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 12 章     サイト間 VPN        
サイト間 VPN の作成
バックアップ GRE トンネル情報

プライマリ トンネルで問題が発生した場合に、ルータが使用できるバッ
クアップ GRE-over-IPSec トンネルを設定できます。このトンネルでは、
プライマリ トンネル用に設定したものと同じインターフェイスを使用し
ますが、バックアップ VPN ルータをピアとして使用して設定する必要が
あります。プライマリ GRE-over-IPSec トンネルのルーティングが設定さ
れている場合は、ルーティング プロトコルが送信するキープアライブ パ
ケットを使用して、トンネルがまだアクティブかどうかを確認します。
ルータがプライマリ トンネルでのキープアライブ パケットの受信を停止
した場合、トラフィックはバックアップ トンネルを経由して送信されま
す。

バックアップ用の安全な GRE トンネルを作成する

バックアップ トンネルを作成する場合はこのボックスを選択します。

バックアップ GRE トンネルの宛先 IP アドレス

トンネルのもう一方の端にあるリモート ルータ上のインターフェイスの 
IP アドレスを入力します。これは、トンネルのもう一方の端から見た場合
の送信元インターフェイスです。

ping コマンドを使用して、このアドレスに到達できることを確認します。
ping コマンドは、[ ツール ] メニューから利用できます。[Ping] ダイアログ 
ボックスで指定して確認した宛先アドレスが到達できないアドレスだった
場合は、トンネルが適切に作成されません。

トンネル IP アドレス

トンネルの IP アドレスを入力します。トンネルの両端の IP アドレスは、
同じサブネット上にある必要があります。トンネルには、必要な場合はプ
ライベート アドレスにできるように個別の IP アドレスが与えられます。

IP アドレス

トンネルの IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記で入力します。
詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してくださ
い。
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サブネット マスク

トンネルのサブネット マスクをドット（.）で区切った 10 進表記で入力し
ます。

ルーティング情報

このウィンドウでは、トンネル トラフィックのルーティングを設定でき
ます。このウィンドウで追加する情報は、[ ルーティング ] ウィンドウに表
示されます。[ ルーティング ] ウィンドウで行った変更は、VPN トラフィッ
クのルーティングに適用される可能性があります。ルーティングを設定す
ると、GRE-over-IPSec VPN に関与するネットワークを指定できます。さ
らに、バックアップの GRE-over-IPSec トンネルを設定する場合、ルータ
は、ルーティング プロトコルによって送信されるキープアライブ パケッ
トを使用して、プライマリ トンネルで障害が発生しているかどうかを判
断できます。

このルータが GRE over IPSec VPN に多数のネットワークを含む大規模な 
VPN 展開で使用されている場合は、ダイナミック ルーティング プロトコ
ルを選択します。VPN に関与するネットワークの数が少ない場合は、ス
タティック ルーティングを選択します。

EIGRP

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）を使用してトラ
フィックのルーティングを行う場合は、このボックスを選択します。次
に、[ 次へ ] をクリックし、[ ルーティング情報 ] ウィンドウで 
GRE-over-IPSec VPN に関与するネットワークを指定します。

OSPF

Open Shortest Path First プロトコル（OSPF）を使用してトラフィックの
ルーティングを行う場合は、このボックスを選択します。次に、[ 次へ ] を
クリックし、[ ルーティング情報 ] ウィンドウで GRE-over-IPSec VPN に関
与するネットワークを指定します。
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RIP

ルーティング情報プロトコル（RIP）を使用してトラフィックのルーティ
ングを行う場合は、このボックスを選択します。次に、[ 次へ ] をクリック
し、[ ルーティング情報 ] ウィンドウで GRE-over-IPSec VPN に関与する
ネットワークを指定します。

注 このオプションは、バックアップ GRE-over-IPSec トンネルを設定してい
る場合は利用できません。

スタティック ルーティング

スタティック ルーティングは、少数のプライベート ネットワークのみが 
GRE-over-IPSec VPN に関与する、小規模な VPN 導入で使用できます。リ
モート ネットワーク宛てのトラフィックが適切なトンネルを通過するよ
うに、各リモート ネットワークにスタティック ルートを設定することが
できます。

スタティック ルーティング情報

リモート ネットワーク宛てのトラフィックが適切なトンネルを通過する
ように、各リモート ネットワークにスタティック ルートを設定すること
ができます。[ スタティック ルーティング情報 ] ウィンドウで 1 つめのスタ
ティック ルートを設定します。さらにスタティック ルートを設定する必
要がある場合は、[ ルーティング ] ウィンドウで設定できます。

トンネルのスタティック ルートを指定する場合は、このボックスを選択
し、次のいずれかを選択します。

 • [すべてのトラフィックをトンネルする ] ― すべてのトラフィックはト
ンネル インターフェイスを経由してルーティングされ、暗号化されま
す。Cisco CP は、ネクスト ホップとしてトンネル インターフェイスを
持つデフォルトのスタティック ルート エントリを作成します。

すでにデフォルト ルートが存在する場合、Cisco CP は、元々あったイ
ンターフェイスの代わりにトンネル インターフェイスをネクスト ホッ
プとして使用するようにそのルートを変更します。次に、トンネルの
終端ネットワークへの新しいスタティック エントリを作成して、元の
デフォルト ルートのインターフェイスをネクスト ホップとして指定し
ます。
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次の例では、トンネルのもう一方の端にあるネットワークが、宛先
ネットワーク フィールドで指定された 200.1.0.0 であるとしています。

! 元のエントリ

ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 FE0

! SDM によって変更されたエントリ

ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 Tunnel0

! SDM によって追加されたエントリ

ip route 200.1.0.0  255.255.0.0 FE0

デフォルト ルートがない場合、Cisco CP は、単にネクスト ホップとし
てトンネル インターフェイスを使用するルートを作成します。次に例
を示します。

ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 Tunnel0

 • [ スプリット トンネリングを実施 ] ― スプリット トンネリングを行う
と、[IP アドレス ] フィールドと [ ネットワーク マスク ] フィールドで指
定されたネットワーク宛てのトラフィックが暗号化され、トンネル イ
ンターフェイスを経由してルーティングされます。その他のすべての
トラフィックは暗号化されません。このオプションを選択すると、
Cisco CP は、IP アドレスとネットワーク マスクを使用してネットワー
クへのスタティック ルートを作成します。

次の例は、ネットワーク アドレス 10.2.0.0/255.255.0.0 が宛先アドレス
のフィールドに入力されたと想定しています。

ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

スプリット トンネリングを選択すると、[IP アドレス ] フィールドと 
[ サブネット マスク ] フィールドが表示されます。ここに宛先ピアの IP 
アドレスとサブネット マスクを入力する必要があります。[GRE トン
ネル情報 ] ウィンドウの [ トンネルの宛先 ] フィールドに入力した宛先 
IP アドレスに到達できることを確認する必要があります。到達できな
い場合、トンネルは確立されません。
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IP アドレス

スプリット トンネリングを行う場合に有効になります。トンネルのもう
一方の端にあるネットワークの IP アドレスを入力します。Cisco CP は、
このネットワークの宛先アドレスを持つパケットのスタティック ルート 
エントリを作成します。このフィールドは、[ すべてのトラフィックをト
ンネルする ] が選択されている場合は無効です。

このオプションを設定する前に、このフィールドに入力した IP アドレス
に到達できることを確認する必要があります。到達できない場合、トンネ
ルは確立されません。

ネットワーク マスク

スプリット トンネリングを行う場合に有効になります。トンネルのもう
一方の端にあるネットワークで使用されるネットワーク マスクを入力し
ます。このフィールドは、[ すべてのトラフィックをトンネルする ] が選択
されている場合は無効です。

ルーティング プロトコルの選択 

このウィンドウを使用して、このルータの背後にある他のネットワーク
を、他のルータに通知する間隔を指定します。次のいずれかを選択しま
す。

 • [EIGRP] ― Extended Interior Gateway Routing Protocol。

 • [OSPF] ― Open Shortest Path First。

 • [RIP] ― Routing Information Protocol。

 • スタティック ルーティング。このオプションは、GRE over IPSec トン
ネルを設定している場合に使用できます。

注 RIP は、DMVPN のハブ アンド スポーク トポロジではサポートされてい
ませんが、DMVPN のフル メッシュ トポロジでは利用できます。
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設定の要約

この画面には、完了した GRE 設定の概要が表示されます。この画面で情
報を確認します。[ 戻る ] ボタンをクリックして、変更する画面に戻ること
もできます。設定を保存する場合は、[ 完了 ] をクリックします。

GRE トンネル設定は、GRE トラフィックがどのホスト間のフローを許可
されるかを指定する IPSec ルールを作成します。この IPSec ルールが要約
に表示されます。

この設定をルータの実行コンフィギュレーションに保存してウィザードを終了するには

[ 完了 ] をクリックします。設定の変更がルータの実行コンフィギュレー
ションに保存されます。変更はすぐに有効になりますが、ルータの電源を
切ると失われます。

Cisco CP の [ 設定 ] ウィンドウで [ コマンドをルータに配信する前にプレ
ビューする ] チェック ボックスを選択した場合は、[ 配信 ] ウィンドウが表
示されます。このウィンドウで、ルータに配信する CLI コマンドを確認で
きます。

サイト間 VPN の編集
仮想プライベート ネットワーク（VPN）では、トラフィックを暗号化し
て同じパブリック ネットワークを使用する他のユーザが読み取れないよ
うにすることによって、ルータとリモート システム間のデータを保護で
きます。これによって、他の組織も使用する可能性がある公衆回線上のプ
ライベート ネットワークを実質的に保護します。

このウィンドウを使用して、リモート システムへの VPN 接続を作成およ
び管理します。ここでは、VPN 接続の作成、編集、削除、および既存の
接続のリセットができます。また、このウィンドウを使用して、ルータを 
1 つ以上の Easy VPN サーバまたはコンセントレータに接続する Easy VPN 
クライアントとして設定できます。

ウィンドウ内で、ヘルプを表示したい部分のリンクをクリックします。
12-25
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 12 章     サイト間 VPN        
サイト間 VPN の編集
サイト間 VPN 接続

トンネルと呼ばれることもある VPN 接続は、[VPN 接続 ] ボックスで作成
および管理します。VPN 接続は、IP セキュリティ（IPSec）ポリシーで定
義された暗号マップによって指定されている 1 つ以上のピアにルータ イン
ターフェイスをリンクします。このリストで VPN 接続の表示、追加、編
集、および削除を行えます。

ステータス カラム

接続のステータスが次のアイコンで示されます。

 接続されています。

接続は切断されています。

接続を確立中です。

インターフェイス

この VPN 接続でリモート ピアに接続されているルータ インターフェイス
です。1 つのインターフェイスに関連付けられる IPSec ポリシーは 1 つだ
けです。この接続で使用されている IPSec ポリシーに複数の暗号マップが
定義されている場合は、同じインターフェイスが複数の回線に表示されま
す。

説明

この接続についての簡単な説明です。

IPSec ポリシー

この VPN 接続で使用されている IPSec ポリシーの名前です。IPSec ポリ
シーでは、データの暗号方法、暗号化対象のデータ、およびデータの送信
先を指定します。詳細については、「VPN 接続と IPSec ポリシーに関する
詳細情報」を参照してください。

シーケンス番号

この接続のシーケンス番号です。IPSec ポリシーは複数の接続で使用され
ることがあるので、シーケンス番号と IPSec ポリシー名の組み合わせで、
この VPN 接続を一意に識別します。シーケンス番号は、VPN 接続に優先
順位を付けるものではありません。ルータは、シーケンス番号にかかわら
ず、設定済みのすべての VPN 接続を確立しようとします。
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ピア

VPN 接続のもう一方の端にあるデバイスの IP アドレスまたはホスト名で
す。接続に複数のピアが含まれている場合は、それらの IP アドレスまた
はホスト名がカンマで区切られます。複数のピアは、VPN 接続の代替
ルーティング パスを提供する目的で設定されている可能性があります。

トランスフォーム セット

これは、この VPN 接続で使用されているトランスフォーム セットの名前
です。複数のトランスフォーム セット名はカンマで区切られます。トラ
ンスフォーム セットでは、データの暗号化、データの整合性の保証、
データ圧縮の提供に使用するアルゴリズムを指定します。両方のピアが、
同じトランスフォーム セットを使用する必要があります。ピアはネゴシ
エートして使用するセットを決定します。ネゴシエートしているピアが使
用に同意したトランスフォーム セットをルータで提供できるようにする
ために、複数のトランスフォーム セットを定義することもあります。ト
ランスフォーム セットは、IPSec ポリシーのコンポーネントです。

IPSec ルール

この接続で暗号化するトラフィックを決定するルールです。IPSec ルール
は、IPSec ポリシーのコンポーネントです。

タイプ

次のタイプがあります。

 • [ スタティック ] ― スタティックなサイト間 VPN トンネルです。VPN 
トンネルはスタティック暗号マップを使用します。

 • [ ダイナミック ] ― ダイナミックなサイト間 VPN トンネルです。VPN 
トンネルはダイナミック暗号マップを使用します。

追加ボタン

VPN 接続を追加する場合にクリックします。

削除ボタン

選択した VPN 接続を削除する場合にクリックします。
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トンネルのテスト ... ボタン

選択した VPN トンネルをテストする場合にクリックします。テストの結
果は、別のウィンドウに表示されます。

接続のクリア ボタン

リモート ピアとの間に確立している接続をリセットする場合にクリック
します。ダイナミック サイト間 VPN トンネルを選択している場合は、こ
のボタンは無効です。

ミラーの生成 ... ボタン

ローカル ルータの VPN 設定を取得するテキスト ファイルを作成する場合
にクリックします。リモート ルータは、このファイルを基に VPN を設定
し、ローカル ルータへの VPN 接続を確立できます。ダイナミック サイト
間 VPN トンネルを選択している場合は、このボタンは無効です。

注 ISAKMP 暗号マップを使用しない VPN 接続が以前設定されていたことを 
Cisco CP が検出した場合、その接続は、VPN 接続テーブルに編集不可の
読み取り専用エントリとして表示されます。

新しい接続の追加

このウィンドウを使用して、ローカル ルータとピアと呼ばれるリモート 
システムの間に、新しい VPN 接続を追加します。VPN 接続を作成するに
は、IPSec ポリシーにインターフェイスを関連付けます。

VPN 接続を作成するには

手順 1 VPN に使用するインターフェイスを [ インターフェイスの選択 ] リストか
ら選択します。このリストには、他の VPN 接続で使用されていないイン
ターフェイスだけが表示されます。

手順 2 [IPSec ポリシーの選択 ] リストからポリシーを選択します。[OK] をクリッ
クして、[VPN 接続 ] ウィンドウに戻ります。
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暗号マップの追加

このウィンドウを使用して、新しい暗号マップを既存の IPSec ポリシーに
追加します。このウィンドウには、[VPN 接続 ] ウィンドウで選択した 
VPN 接続に関連付けられているインターフェイス、そのインターフェイ
スに関連付けられている IPSec ポリシー、およびそのポリシーにすでに含
まれている暗号マップが表示されます。

暗号マップでは、シーケンス番号、接続のもう一方の端にあるピア デバ
イス、トラフィックを暗号化するトランスフォームのセット、および暗号
化対象のトラフィックを決定する IPSec ルールを指定します。

注 既存の VPN 接続で使用されているインターフェイスに VPN トンネルを追
加する方法は、既存の IPSec ポリシーに暗号マップを追加する方法だけで
す。

インターフェイス

この VPN 接続で使用されているインターフェイスの名前です。

IPSec ポリシー

VPN 接続を制御する IPSec ポリシーの名前です。このフィールドの下のリ
ストには、IPSec ポリシーを設定する暗号マップが表示されます。詳細に
ついては、「VPN 接続と IPSec ポリシーに関する詳細情報」を参照してく
ださい。
12-29
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 12 章     サイト間 VPN        
サイト間 VPN の編集
実行する操作

目的 手順

暗号マップを自分で設定する。 [ 新しい暗号マップの追加 ] をクリックし、[ 暗号マップ
の追加 ] ウィンドウで新しい暗号マップを作成する。作
成したら、[OK] をクリックする。次に、このウィンド
ウで [OK] をクリックする。

Cisco Configuration Professional
（Cisco CP）を使ってこの接続に暗
号マップを追加する。

[ 追加ウィザードの使用 ] チェック ボックスを選択し、
[OK] をクリックする。Cisco CP の指示に従って、新し
い暗号マップを作成すると、IPSec ポリシーにマップが
関連付けられる。

暗号マップ ウィザード：ようこそ

このウィザードでは、指示に従って暗号マップを作成できます。暗号マッ
プは、VPN 接続のもう一方の端にあるピア デバイスの指定、トラフィッ
クの暗号化方法の決定、暗号化対象のトラフィックの識別を行います。

[ 次へ ] をクリックして、暗号マップの作成を開始します。

暗号マップ ウィザード：設定の要約

暗号マップ ウィザードの要約ページに、ウィザードのウィンドウで入力
したデータが表示されます。データを確認し、必要に応じて [ 戻る ] をク
リックして前の画面で変更を行い、その後で要約ウィンドウに戻ることが
できます。[ 完了 ] をクリックすると、暗号マップ設定をルータに配信でき
ます。

接続の削除

このウィンドウでは VPN トンネルを削除できます。また、インターフェ
イスとの関連付けの解除だけを行って、再使用できるように定義を保持す
ることもできます。
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IPSec ポリシー < ポリシー名 > からシーケンス番号 <n> の暗号マップを削除する

このボタンをクリックして [OK] をクリックし、VPN トンネル定義を削除
します。このとき、インターフェイス、IPSec ポリシー、およびピア デバ
イス間に作成された関連付けは失われます。複数のインターフェイスがこ
のトンネル定義に関連付けられていた場合は、その関連付けも同様に削除
されます。

ダイナミック暗号マップ セット < セット名 > からシーケンス番号 <n> のダイナミック暗号
マップを削除する

ダイナミック サイト間 VPN トンネルを選択した場合に、このボタンが表
示されます。このボタンをクリックして [OK] をクリックし、VPN トンネ
ル定義を削除します。このとき、インターフェイス、IPSec ポリシー、お
よびピア デバイス間に作成された関連付けは失われます。複数のイン
ターフェイスがこのトンネル定義に関連付けられていた場合は、その関連
付けも同様に削除されます。

インターフェイス < インターフェイス名 > から IPSec ポリシー < ポリシー名 > の関連付けを
解除し、再利用できるように IPSec ポリシーを保存する

このボタンをクリックして [OK] をクリックすると、トンネル定義を保持
したまま、そのインターフェイスとの関連付けを解除できます。必要に応
じて、この定義を別のルータ インターフェイスに関連付けることができ
ます。

Ping
このウィンドウではピア デバイスに対して ping を実行できます。ping 操
作の送信元と宛先の両方を選択します。VPN トンネルをリセットした後
に、リモート ピアに対する ping の実行が必要になる場合があります。

送信元

ping の送信元の IP アドレスを選択または入力します。使用するアドレス
がリストにない場合は、フィールドに別のアドレスを入力できます。ping 
はルータの任意のインターフェイスから発行できます。デフォルトでは、
ping コマンドはリモート デバイスに接続する外部インターフェイスから
発行されます。
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宛先

ping の送信先の IP アドレスを選択します。使用するアドレスがリストに
ない場合は、フィールドに別のアドレスを入力できます。

リモート ピアに ping を実行するには

送信元と宛先を指定し、[Ping] をクリックします。ping コマンドの出力
で、ping が成功したかどうかを判断できます。

ping コマンドの出力をクリアするには

[ クリア ] をクリックします。

ミラーの生成 ...
このウィンドウには、選択したピアへの VPN トンネルに使用される IPSec 
ポリシーが表示されます。また、ピア デバイスで VPN 接続を設定すると
きに使用できるポリシーをテキスト ファイルに保存できます。

ピア デバイス

ピア デバイスの IP アドレスまたはホスト名を選択すると、そのデバイス
へのトンネルに設定されている IPSec ポリシーを参照できます。ピア IP ア
ドレスの下のボックスにポリシーが表示されます。

IPSec ポリシーのテキスト ファイルを作成するには

[ 保存 ] をクリックして、テキスト ファイルの名前と場所を指定します。
ルータに作成したポリシーのミラー ポリシーをピア デバイス側でも作成
できるように、このテキスト ファイルをピア デバイスの管理者に渡しま
す。テキスト ファイルを使用してミラー ポリシーを作成する方法につい
ては、「VPN の設定後にピア ルータ上で VPN を設定する方法」を参照し
てください。

注意 生成したテキスト ファイルはリモート システムのコンフィギュレーショ
ン ファイルにコピーしないでください。このテキスト ファイルは、リ
モート デバイスを互換性のある方法で設定する目的でローカル ルータの
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設定内容を参照する場合にのみ使用します。IPSec ポリシー、IKE ポリ
シー、およびトランスフォーム セットには、リモート ルータで同じ名前
を使用できますが、ポリシーとトランスフォーム セットは異なる名前に
することもできます。テキスト ファイルを単純にリモート コンフィギュ
レーション ファイルにコピーした場合、設定エラーが発生する可能性が
高くなります。

Cisco CP 警告：ACL を使用する NAT ルール

このウィンドウは、アクセス ルールを使用する NAT ルールに関連付けら
れているインターフェイスを使用して VPN を設定するときに表示されま
す。このタイプの NAT ルールは、パケットが LAN を出入りする前にパ
ケット内の IP アドレスを変更する可能性があります。このため、NAT 
ルールが送信元 IP アドレスを変更したことによって VPN 接続用に設定さ
れた IPSec ルールと一致しなくなった場合、VPN 接続は適切に機能しませ
ん。これを防ぐために、Cisco CP はこれらのルールを、ルート マップを使
用する NAT ルールに変換できます。ルート マップで、変換してはならな
いサブネットを指定します。

ウィンドウには、VPN 接続が適切に機能するために変更する必要がある 
NAT ルールが表示されます。

元のアドレス

NAT が変換する IP アドレスです。

変換後のアドレス

NAT が元のアドレスと置き換える IP アドレスです。

ルール タイプ

NAT ルールのタイプです。値は [ スタティック ] または [ ダイナミック ] の
どちらかになります。

リストされている NAT ルールでルート マップを使用するには

[OK] をクリックします。
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その他の手順
ここでは、ウィザードで設定できないタスクの手順を示します。

複数のサイトに対して VPN を作成する方法

Cisco CP を使用して、ルータの 1 つのインターフェイスに複数の VPN ト
ンネルを作成できます。各 VPN トンネルは、ルータで選択した、宛先
ルータ上の異なるサブネットへのインターフェイスに接続されます。接続
する宛先ルータのインターフェイスが同じで、サブネットが異なる VPN 
トンネルを複数設定することができます。また、宛先ルータ上の別のイン
ターフェイスに接続する VPN トンネルを複数設定することもできます。

まず、 初の VPN トンネルを作成する必要があります。次の手順では
初の VPN トンネルを作成する方法を説明します。すでに 1 つめの VPN ト
ンネルを作成済みで、同じインターフェイスにトンネルを追加する必要が
ある場合は、 初の手順を省略して、このヘルプ トピックの次の手順に
従います。

初の VPN トンネルを作成する

手順 1 機能バーで、[設定 ] > [セキュリティ] > [VPN] > [サイト間 VPN] の順に選択
します。

手順 2 [ サイト間 VPN を作成する ] を選択します。

手順 3 [ 選択したタスクを実行する ] をクリックします。

VPN ウィザードが起動します。

手順 4 [ クイック セットアップ ] をクリックします。

手順 5 [ 次へ >] をクリックします。

手順 6 [ この VPN 接続に対するインターフェイスの選択 ] フィールドで、VPN ト
ンネルを作成する送信元ルータのインターフェイスを選択します。これ
は、ユース ケース シナリオ図のローカル システム上のインターネットに
接続されているインターフェイスです。

手順 7 [ ピア ID] フィールドに、宛先ルータ インターフェイスの IP アドレスを入
力します。
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手順 8 認証のフィールドに、2 つの VPN ピアが使用する事前共有キーを入力し、
その後、キーを再入力します。

手順 9 [ 送信元 ] フィールドで、IP トラフィックを保護するサブネットに接続する
インターフェイスを選択します。これは、ユース ケース シナリオ図の
ローカル ルータで、通常は LAN に接続されているインターフェイスです。

手順 10 [ 宛先 ] フィールドに、宛先ルータの IP アドレスとサブネット マスクを入
力します。

手順 11 [ 次へ >] をクリックします。

手順 12 [ 完了 ] をクリックします。

同じ送信元インターフェイスからさらにトンネルを作成する

初の VPN トンネルを作成したら、次の手順に従って、同じ送信元イン
ターフェイスから異なる宛先インターフェイスまたは宛先サブネットへの
トンネルをさらに作成します。

手順 1 機能バーで、[設定 ] > [セキュリティ] > [VPN] > [サイト間 VPN] の順に選択
します。

手順 2 [ サイト間 VPN を作成する ] を選択します。

手順 3 [ 選択したタスクを実行する ] をクリックします。

VPN ウィザードが起動します。

手順 4 [ クイック セットアップ ] をクリックします。

手順 5 [ 次へ >] をクリックします。

手順 6 [ この VPN 接続に対するインターフェイスの選択 ] フィールドで、 初の 
VPN 接続の作成に使用したものと同じインターフェイスを選択します。

手順 7 [ ピア ID] フィールドに、宛先ルータ インターフェイスの IP アドレスを入
力します。 初の VPN 接続の作成で入力したときと同じ IP アドレスを入
力できます。これにより、2 つめの VPN 接続でも、宛先ルータの 初の 
VPN 接続と同じインターフェイスを使用することになります。両方の 
VPN 接続で同じ宛先インターフェイスを使用しない場合は、宛先ルータ
上の別のインターフェイスの IP アドレスを入力します。

手順 8 認証のフィールドに、2 つの VPN ピアが使用する事前共有キーを入力し、
その後、キーを再入力します。
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手順 9 [ 送信元 ] フィールドで、 初の VPN 接続の作成に使用したものと同じイ
ンターフェイスを選択します。

手順 10 宛先のフィールドには、次のオプションがあります。

 • [ ピア ID] フィールドで、宛先ルータ上の異なるインターフェイスの IP 
アドレスを入力し、特定のサブネットからの IP トラフィックを保護す
る場合は、サブネットの IP アドレスとサブネット マスクを適切な
フィールドに入力します。

 • [ ピア ID] フィールドに、 初の VPN 接続で使用したものと同じ IP ア
ドレスを入力し、この VPN トンネルが 初の VPN トンネルと同じ
ルータ インターフェイスを使用することを指定した場合は、保護する
新しいサブネットの IP アドレスとサブネット マスクを適切なフィー
ルドに入力します。

手順 11 [ 次へ >] をクリックします。

手順 12 [ 完了 ] をクリックします。

VPN の設定後にピア ルータ上で VPN を設定する方法

Cisco CP は、ルータに VPN 設定を生成します。Cisco CP には、設定のテ
キスト ファイルを生成する機能があります。これは、VPN トンネルの接
続先となるピア ルータの VPN 設定を作成するためのテンプレートとして
使用できます。このテキスト ファイルは、設定が必要なコマンドを示す
テンプレートとしてのみ使用できます。このファイルの情報は、設定した
ローカル ルータだけに有効であるため、使用するには編集する必要があ
ります。

ピア VPN ルータのテンプレート設定を生成するには

手順 1 機能バーで、[設定 ] > [セキュリティ] > [VPN] > [サイト間 VPN] の順に選択
します。

手順 2 [ サイト間 VPN の編集 ] をクリックします。

手順 3 テンプレートとして使用する VPN 接続を選択し、[ ミラーの生成 ] をク
リックします。

Cisco CP で [ ミラーの生成 ] 画面が表示されます。
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手順 4 [ ピア デバイス ] フィールドで、推奨される設定を生成するピア デバイス
の IP アドレスを選択します。

ピア デバイスに対して推奨される設定が [ ミラーの生成 ] 画面に表示され
ます。

手順 5 [ 保存 ] をクリックして、Windows の [ ファイルの保存 ] ダイアログ ボック
スを表示し、ファイルを保存します。

注意 編集していないミラー設定をピア デバイスに適用しないでくだ
さい。この設定は、手動の追加設定を必要とするテンプレート
です。このテンプレートは、新しく VPN ピアの設定を作り直す
ときにのみ使用します。

手順 6 ファイルを保存した後、テキスト エディタを使用してテンプレート設定
に必要な変更を行います。編集が必要となる可能性があるコマンドを次に
示します。

 • ピア IP アドレスのコマンド

 • トランスフォーム ポリシーのコマンド

 • 暗号マップ IP アドレスのコマンド

 • ACL のコマンド

 • インターフェイス IP アドレスのコマンド

手順 7 ピア コンフィギュレーション ファイルの編集が終わったら、TFTP サーバ
を使用して、ピア ルータに配信します。

既存の VPN トンネルを編集する方法

既存の VPN トンネルを編集するには

手順 1 機能バーで、[設定 ] > [セキュリティ] > [VPN] > [サイト間 VPN] の順に選択
します。

手順 2 [ サイト間 VPN の編集 ] をクリックします。

手順 3 編集する接続をクリックします。
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手順 4 [ 追加 ] をクリックします。

手順 5 [< ポリシー名 > へのスタティック暗号マップ ] を選択します。

手順 6 [ スタティック暗号マップの追加 ] ウィンドウで、VPN 接続に暗号マップを
追加できます。

手順 7 IPSec ポリシーや既存の暗号マップなど、接続のコンポーネントを変更す
る必要がある場合は、VPN ウィンドウ内のそのコンポーネントの名前を
記録し、[VPN コンポーネント ] の下の適切なウィンドウに移動して変更し
ます。

VPN の動作を確認する方法

VPN 接続の動作は、Cisco CP の監視モードを使用して確認できます。
VPN 接続が機能している場合は、送信元と宛先のピア IP アドレスを特定
することによって、監視モードで VPN 接続が表示されます。VPN 接続が 
IPSec トンネルか、インターネット キー交換（IKE）セキュリティ アソシ
エーション（SA）かによって、監視モードでは、その接続で転送された
パケット数、または接続の現在の状態のいずれかが表示されます。VPN 
接続の現在の状態を表示するには

手順 1 機能バーで、[ 監視 ] > [ セキュリティ ] の順に選択します。

手順 2 [VPN ステータス ] を選択します。

手順 3 [IPSec トンネル ] または [IKE SA] を選択します。

設定されている個々の VPN 接続が画面に行として表示されます。

IPSec トンネル情報を表示している場合は、次の情報で、その VPN 接続が
機能していることを確認できます。

 • ローカル ピアおよびリモート ピアの IP アドレスが正しい。これは、
適切なサイトおよびルータ インターフェイス間に VPN 接続が存在す
ることを示します。

 • トンネルのステータスが「稼働」になっている。もし、トンネルのス
テータスが「停止」または「設定上停止」になっている場合は、VPN 
接続はアクティブではありません。
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 • カプセル化されたパケットおよび非カプセル化パケットの数がゼロで
はない。これは、データが接続を介して転送されたこと、および送受
信されたエラーが多くないことを示します。

IKE SA 情報を表示している場合は、送信元と宛先の IP アドレスが正しい
こと、および接続が認証され、データ転送が可能であることを示す

「QM_IDLE」状態になっていることを確認することにより、VPN 接続が機
能していることを確認できます。

VPN に対してバックアップ ピアを設定する方法

1 つの暗号マップに複数の VPN ピアを設定するには

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [VPN コンポーネント ] > [IPSec] の
順に選択します。

手順 2 [IPSec ポリシー（暗号マップ セット）] を選択します。

手順 3 [IPSec ポリシー ] テーブルで、別の VPN ピアを追加する IPSec ポリシーを
クリックします。

手順 4 [ 編集 ] をクリックします。

[IPSec ポリシーの編集 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 5 [ 追加 ] をクリックします。

手順 6 [ 暗号マップの追加 ] ダイアログ ボックスが表示され、新しい暗号マップの
値を設定できます。ダイアログ ボックスの 4 つのタブすべてを使用して、
新しい暗号マップの値を設定します。[ ピア情報 ] タブの [ ピアの指定 ] 
フィールドには、追加するピアの IP アドレスを入力できます。

手順 7 値の入力を終えたら、[OK] をクリックします。

新しいピア IP アドレスを設定した暗号マップが [ この IPSec ポリシー内の
暗号マップ ] テーブルに表示されます。

手順 8 さらにピアを追加する場合は、手順 3 ～ 7 を繰り返します。
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VPN サポート レベルが異なる複数のデバイスを調整する
方法

1 つの暗号マップに複数のトランスフォーム セットを追加するには

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [VPN コンポーネント ] > [IPSec] の
順に選択します。

手順 2 [IPSec ポリシー（暗号マップ セット）] を選択します。

手順 3 [IPSec ポリシー ] テーブルで、別のトランスフォーム セットを追加する暗
号マップを含む IPSec ポリシーをクリックします。

手順 4 [ 編集 ] をクリックします。

[IPSec ポリシーの編集 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 5 [ この IPSec ポリシー内の暗号マップ ] テーブルで、別のトランスフォーム 
セットを追加する暗号マップをクリックします。

手順 6 [ 編集 ] をクリックします。

[ 暗号マップの編集 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 7 [ トランスフォーム セット ] タブをクリックします。

手順 8 [ 使用可能なトランスフォーム セット ] フィールドで、暗号マップに追加す
るトランスフォーム セットをクリックします。

手順 9 [>>] をクリックし、選択したトランスフォーム セットを暗号マップに追
加します。

手順 10 この暗号マップにさらにトランスフォーム セットを追加する場合は、す
べてのトランスフォーム セットを追加し終えるまで手順 8 および 9 を繰り
返します。

手順 11 [OK] をクリックします。
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サポートされていないインターフェイスで VPN を設定す
る方法

Cisco CP では、サポートされていないタイプのインターフェイスに VPN 
を設定できます。VPN 接続を設定する前に、ルータ CLI を使用して、イ
ンターフェイスを設定する必要があります。インターフェイスには、少な
くとも IP アドレスを設定する必要があり、また、機能していなければな
りません。接続が機能していることを確認するには、インターフェイスの
ステータスが [ 稼働 ] になっていることを確認します。

CLI を使用してサポートされていないインターフェイスを設定した後で、
Cisco CP を使用して VPN 接続を設定できます。サポートされていないイ
ンターフェイスは、VPN 接続用のインターフェイスを選択するフィール
ドに表示されます。

ファイアウォールの設定後に VPN を設定する方法

ファイアウォールが設定された環境で VPN を機能させるには、ローカル
およびリモート ピアの IP アドレス間のトラフィックを許可するように
ファイアウォールを設定する必要があります。この設定は、ファイア
ウォールを設定した後で VPN を設定するときに、Cisco CP においてデ
フォルトで作成されます。

VPN に対して NAT パススルーを設定する方法

NAT を使用して自分のネットワーク外のネットワークからのアドレスを変
換する場合で、VPN を介して自分のネットワーク外の特定のサイトにも
接続している場合は、VPN トラフィックでネットワーク アドレスの変換
が行われないように、VPN 接続に対して NAT パススルーを設定する必要
があります。すでに NAT を設定したルータに、Cisco CP を使用して新し
い VPN 接続を設定する場合は、NAT が VPN トラフィックを変換しないよ
うに設定されることを通知する警告メッセージが表示されます。このメッ
セージを受け入れると、Cisco CP で必要な ACL が作成されて VPN トラ
フィックが変換されないように保護されます。

すでに VPN 接続を設定している場合に、Cisco CP を使用して NAT を設定
するときは、次の手順を実行して ACL を作成します。
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手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ACL エディタ ] の順に選択します。

手順 2 ルール ツリーで、[ アクセス ルール ] を選択します。

手順 3 [ 追加 ] をクリックします。

[ ルールの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 4 [ 名前 / 番号 ] フィールドに、新しいルールの一意の名前または番号を入力
します。

手順 5 [ タイプ ] フィールドから [ 拡張ルール ] を選択します。

手順 6 [ 説明 ] フィールドに、新しいルールについての簡単な説明を入力します。

手順 7 [ 追加 ] をクリックします。

[ 拡張ルール エントリの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

手順 8 [ アクション ] フィールドで、[ 許可 ] を選択します。

手順 9 [送信元ホスト /ネットワーク ] グループの [タイプ ] フィールドで、[ネット
ワーク ] を選択します。

手順 10 [IP アドレス ] および [ ワイルドカード マスク ] フィールドに、VPN の送信
元ピアの IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

手順 11 [ 宛先ホスト / ネットワーク ] グループの [ タイプ ] フィールドで、[ ネット
ワーク ] を選択します。

手順 12 [IP アドレス ] および [ ワイルドカード マスク ] フィールドに、VPN の宛先
ピアの IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

手順 13 [ 説明 ] フィールドに、ネットワークまたはホストについての簡単な説明を
入力します。

手順 14 [OK] をクリックします。

新しいルールが [ アクセス ルール ] テーブルに表示されます。
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Easy VPN リモート

ケーブル モデムや xDSL ルータなどを使用したブロードバンド アクセス
によって、高速のインターネット接続が実現しますが、多くのアプリケー
ションでは、高いレベルの認証を実行し 2 つのエンドポイント間でデータ
を暗号化する安全な VPN 接続も必要となります。しかし、2 つのルータ間
で VPN 接続を確立する作業は複雑で、通常は 2 つのルータの VPN パラ
メータを設定するためにネットワーク管理者の間で面倒な調整を行う必要
があります。

Cisco Easy VPN リモート機能は、Cisco Unity クライアント プロトコルを
実装することで、ほとんどの VPN パラメータを Cisco IOS Easy VPN サー
バで定義できるようにします。これにより、面倒な作業の大部分が解消さ
れます。このサーバには、Cisco Unity クライアント プロトコルをサポー
トする Cisco VPN 3000 コンセントレータ、Cisco PIX Firewall、Cisco IOS 
ルータなど専用の VPN デバイスを指定できます。

Cisco Easy VPN サーバを設定した後に、Cisco 800 シリーズ ルータまたは 
Cisco 2800 シリーズ ルータなどの Easy VPN リモートにおいて、 小限の
設定で VPN 接続を作成できます。Easy VPN リモートが VPN トンネル接
続を開始すると、Cisco Easy VPN サーバは IPsec ポリシーを Easy VPN リ
モートにプッシュし、対応する VPN トンネル接続を作成します。

Cisco Easy VPN リモート機能を使用すると、次の詳細を自動的に管理でき
ます。

 • アドレス、アルゴリズム、ライフタイムなどのトンネル パラメータの
ネゴシエーション。

 • 設定されているパラメータに応じたトンネルの確立。

 • NAT またはポート アドレス変換（PAT）および必要な関連アクセス リ
ストの自動作成。
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 • ユーザー名、グループ名、パスワードによるユーザの認証。

 • 暗号化および復号化に使用するセキュリティ キーの管理。

Cisco CP には Easy VPN リモート設定を行うためのウィザードが用意され
ています。Easy VPN リモート編集画面を使用して、既存の設定を編集す
ることもできます。

この章の内容は、次のとおりです。

 • Easy VPN リモート接続の作成

 • Easy VPN リモート接続の管理

 • その他の手順

Easy VPN リモート接続の作成
Easy VPN リモート ウィザードを使用して、Easy VPN リモート接続を作成
します。次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP ツールバーで [ 設定 ] をクリックします。

手順 2 Cisco CP カテゴリ バーで [VPN] をクリックします。

手順 3 [VPN] ツリーで、[Easy VPN リモート ] を選択します。

手順 4 [Easy VPN リモートの作成 ] タブで、タスクのリンクをクリックして、表
示された推奨タスクを完了します。Cisco CP によってタスクが完了される
か、または設定を行うための必要な設定画面が表示されます。

手順 5 [Easy VPN リモート ウィザードを起動 ] をクリックして、接続の設定を開
始します。

手順 6 ウィザード画面で設定を行います。[ 次へ ] をクリックして、現在の画面か
ら次の画面に移動します。[ 戻る ] をクリックして、前の画面に戻ります。

手順 7 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 8 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別のウィンドウに表示されます。
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手順 9 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

使用する画面の詳細については、「Easy VPN リモートの作成のリファレン
ス」で説明します。

Easy VPN リモートの作成のリファレンス

次のトピックでは、Easy VPN リモートの作成で使用する画面について説
明します。

 • Easy VPN リモートの作成

 • Easy VPN リモート クライアントの設定

 • Easy VPN リモート ウィザード：ネットワーク情報

 • Easy VPN リモート ウィザード：同一アドレッシングの設定

 • Easy VPN リモート ウィザード：インターフェイスと接続設定

 • Easy VPN リモート ウィザード：サーバ情報

 • Easy VPN リモート ウィザード：認証

 • Easy VPN リモート ウィザード：設定の要約

Easy VPN リモートの作成

Cisco CP では、ルータを Easy VPN サーバまたはコンセントレータのクラ
イアントとして設定することができます。ルータは、Easy VPN フェーズ 
II をサポートする Cisco IOS ソフトウェアのイメージを実行していなけれ
ばなりません。[Easy VPN リモートの作成 ] タブで Easy VPN リモート ウィ
ザードを起動できます。

設定を完了するためには、次の情報を用意しておく必要があります。

 • Easy VPN サーバの IP アドレスまたはホスト名

 • IPSec グループ名

 • キー
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 • ローカル ネットワークに Easy VPN リモート クライアントの接続先
ネットワークで使用されているアドレスと競合する IP アドレスを持つ
デバイスがあるかどうか

フィールド リファレンス

表 13-1 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 13-1 [Easy VPN リモートの作成 ] タブのフィールド

項目 説明

ユース ケース シナリオ このエリアには、ウィザードで設定可能な接続タイプを示す
ネットワーク図が表示されます。

推奨タスク このエリアには、Easy VPN リモートの設定を開始する前に実
行する推奨タスクが表示されます。実行するタスクのリンク
をクリックします。

ルータの Cisco IOS イメージがバージョン 12.4(9)T 以降の場
合は、ルータで DNS が有効になっていなければ、スプリット 
DNS 設定（サーバからプッシュされた場合）が機能するよう
に、推奨タスク [DNS を有効にする ] が表示されます。

Easy VPN リモート ウィザー
ドを起動

[Easy VPN リモート ウィザードを起動 ] をクリックして、ウィ
ザードを起動します。

Easy VPN リモート クライアントの設定

このウィザードでは、Easy VPN リモート フェーズ II クライアントを設定
します。

注 ルータが、Easy VPN リモート フェーズ II 以降をサポートする Cisco IOS 
イメージを実行していない場合は、Easy VPN クライアントの設定はでき
ません。
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Easy VPN リモート ウィザード：ネットワーク情報

この画面では、ルータが Easy VPN サーバを介して接続するネットワーク
の IP アドレスと重複する IP アドレスがローカル ネットワークにあるかど
うかを示します。また、それらのネットワークからアクセスする必要があ
るデバイスがローカル ネットワークにあるかどうかも示します。

注 この画面は、ルータ上の Cisco IOS イメージがバージョン 12.4(11)T 以降で
ある場合に表示されます。

フィールド リファレンス

表 13-2 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 13-2 ネットワーク情報のフィールド 

項目 説明

クライアント IP アドレッシング

他のクライアントの場所と重複する可
能性があるアドレッシング方式がご使
用のクライアントの場所にありますか ?

[ はい ] ― ローカル ネットワーク上のデバイスが、
ルータが Easy VPN サーバを介して接続する他の
ネットワークのデバイスでも使用されている IP ア
ドレスを使用している場合は、[ はい ] をクリックし
ます。たとえば、ローカル ネットワーク上のプリ
ンタが、ピア ネットワークのデバイスで使用され
ている IP アドレスを使用していることがあります。
[ はい ] をクリックすると、[ デバイス到着可能性 ] 
フィールドが表示されます。

[ いいえ ] ― ローカル ネットワーク上のデバイスが、
ルータが Easy VPN サーバを介して接続するネット
ワークでも使用されている IP アドレスを使用して
いない場合は、[ いいえ ] をクリックします。
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Easy VPN リモート ウィザード：同一アドレッシングの設定

ルータが Easy VPN サーバを介して接続するネットワークからアクセスす
る必要のあるデバイスの、ローカル IP アドレスとグローバル IP アドレス
を入力します。

フィールド リファレンス

表 13-3 に、この画面のフィールドの説明を示します。

デバイス到着可能性

サーバ側ネットワークまたは他のクラ
イアントの場所から到達できる必要が
あるデバイスがご使用のクライアント
の場所にありますか ?

[ はい ] ― ルータが Easy VPN サーバを介して接続す
るネットワークからアクセスする必要のあるプリン
タなどのデバイスがローカル ネットワークにある
場合は、[ はい ] をクリックします。

[ いいえ ] ― ルータが Easy VPN サーバを介して接続
するネットワークからアクセスする必要のあるデバ
イスがない場合は、[ いいえ ] をクリックします。

表 13-2 ネットワーク情報のフィールド （続き）

項目 説明

表 13-3 同一アドレッシングの設定のフィールド 

項目 説明

アクセス可能デバイス

デバイスのローカル 
IP

他のネットワークからアクセスする必要のあるデバイスと識別されて
いるデバイスの、ローカル IP アドレス。

デバイスのグローバ
ル IP

他のネットワークからアクセスする必要のあるデバイスと識別されて
いるデバイスの、グローバル IP アドレス。各デバイスのグローバル IP 
アドレスは Easy VPN サーバからルーティング可能でなければならない
ため、これらのアドレスを Easy VPN サーバの管理者から取得する必要
があります。各 IP アドレスは同一サブネット上にある必要があります。
また、1 つのアドレスをローカル ネットワーク上のアクセス不能デバイ
スで使用するために予約しておく必要があります。

追加 デバイスのローカル IP アドレスとグローバル IP アドレスを追加するに
は、[ 追加 ] をクリックします。
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警告メッセージ

Cisco CP では、次のいずれかの問題が検出された場合に [ 次へ ] をクリック
すると、警告メッセージが表示されます。

 • デバイスが追加されていない場合。

 • アクセス不能デバイスに、ルータ インターフェイスですでに使用され
ている IP アドレスを入力した場合。

 • アクセス不能デバイスに、アクセス可能デバイスのグローバル IP アド
レスとしてすでに使用されている IP アドレスを入力した場合。

 • デバイスのローカル IP アドレスに、接続先 LAN インターフェイスの
サブネット外のアドレスを入力した場合。

Easy VPN リモート ウィザード：インターフェイスと接続設定

このウィンドウでは、Easy VPN 設定で使用されるインターフェイスを指
定します。

編集 デバイスの IP アドレス情報を変更するには、エントリを選択して [ 編
集 ] をクリックします。

削除 アクセス可能デバイスのエントリを削除するには、エントリを選択し
て [ 削除 ] をクリックします。

アクセス不能デバイス

IP アドレス このフィールドには、アクセス不可能なデバイスのために予約した IP 
アドレスを入力します。この IP アドレスは、デバイスのグローバル IP 
アドレスと同じサブセットにある必要があります。Cisco CP では、他
のネットワークからアクセスする必要のないデバイスの IP アドレスを
この IP アドレスに変換する NAT ルールが作成され、この IP アドレス
が新しいループバック インターフェイスに割り当てられます。

サブネット マスク サブネット マスクを 10 進表記で入力します（255.255.255.0 など）。ま
たは、サブネット ビットの数値を選択します（24 など）。1 つのフィー
ルドに値を入力すると、他のフィールドの値が更新されます。たとえ
ば、255.255.255.0 と入力すると、サブネット ビット フィールドは自動
的に更新されて 24 が表示されます。

表 13-3 同一アドレッシングの設定のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN リモート接続の作成
フィールド リファレンス

表 13-4 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 13-4 インターフェイスと接続設定のフィールド

項目 説明

インターフェイス

このボックスでは、内部および外部インターフェイスを選択します。

チェック ボックス この Easy VPN 設定に追加する、ローカル ネットワークを提
供する内部（LAN）インターフェイスを選択します。次の制
限付きで、複数の内部インターフェイスを選択できます。

 • すでに他の Easy VPN 設定で使用されているインターフェ
イスを選択した場合は、1 つのインターフェイスを 2 つの 
Easy VPN 設定に指定できないことが通知されます。

 • すでに VPN 設定で使用されているインターフェイスを選
択した場合は、作成中の Easy VPN 設定とその既存の 
VPN 設定が共存できないことが通知されます。また、そ
れらのインターフェイスから既存の VPN トンネルを削除
して、インターフェイスに Easy VPN 設定を適用するかど
うかを尋ねるメッセージが表示されます。

 • 既存のインターフェイスであっても、Easy VPN 設定で使
用できないものは、インターフェイスのリストに表示さ
れません。たとえば、ルータに設定されているループ
バック インターフェイスは、このリストには表示されま
せん。

 • インターフェイスを内部と外部の両方のインターフェイ
スとして割り当てることはできません。

Cisco 800 および Cisco 1700 シリーズのルータでサポートされ
る内部インターフェイスは 大 3 つです。[Easy VPN リモー
トの編集 ] ウィンドウで Easy VPN 設定からインターフェイス
を削除できます。
13-8
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 13 章     Easy VPN リモート

Easy VPN リモート接続の作成  
インターフェイス リスト [ インターフェイス ] リストで、Easy VPN サーバまたはコンセ
ントレータに接続する外部インターフェイスを選択します。

注 Cisco 800 ルータでは、インターフェイス E 0 を外部イ
ンターフェイスとして使用できません。

接続設定

自動入力 自動設定の場合は、Easy VPN 設定がルータのコンフィギュ
レーション ファイルに配信されるときに VPN トンネルが自
動的に確立されます。ただし、[VPN 接続 ] ウィンドウでトン
ネルを手動で制御することはできません。[ 接続 ] ボタンまた
は [ 切断 ] ボタンは、この Easy VPN 接続が選択されていると
きは無効です。

手動で入力 手動設定の場合は、[Easy VPN リモートの編集 ] ウィンドウで 
[接続 ] ボタンまたは [切断 ] ボタンをクリックしてトンネルを
確立または解除する必要がありますが、[Easy VPN リモート
の編集 ] ウィンドウでトンネルを手動で完全に制御できます。
また、ルータでセキュリティ アソシエーション（SA）タイム
アウトが設定されている場合は、タイムアウトが発生するた
びに、手動で VPN トンネルを再確立する必要があります。
SA タイムアウト設定は、[VPN コンポーネント ] の下の [VPN 
グローバル設定 ] ウィンドウで変更できます。

ローカル ネットワークからの
トラフィック（対象トラ
フィック）がある場合に入力

トラフィックベース設定の場合は、アウトバウンド ローカル
（LAN 側）トラフィックが検出されるたびに VPN トンネルが
確立されます。

注 トラフィックベースの有効化のオプションが表示され
るのは、ルータ上の Cisco IOS イメージでサポートさ
れている場合だけです。

表 13-4 インターフェイスと接続設定のフィールド

項目 説明
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Easy VPN リモート接続の作成
Easy VPN リモート ウィザード：サーバ情報

このウィンドウに入力された情報は、ルータの接続先となる Easy VPN ト
ンネル、Easy VPN サーバまたはコンセントレータ、および VPN 内でトラ
フィックをルーティングする方法を特定します。

フィールド リファレンス

表 13-5 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 13-5 サーバ情報のフィールド 

項目 説明

Easy VPN サーバ

Easy VPN サーバ 1 ルータの接続先のプライマリ Easy VPN サーバまたはコンセ
ントレータの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ホス
ト名を入力する場合は、ネットワーク上に、ホスト名をピア 
デバイスの正しい IP アドレスに解決できる DNS（ドメイン 
ネーム システム）サーバが必要です。

Easy VPN サーバ 2 [Easy VPN サーバ 2] フィールドは、ルータの Cisco IOS イ
メージが Easy VPN リモート フェーズ III をサポートしている
場合に表示されます。Cisco IOS イメージが Easy VPN リモー
ト フェーズ III をサポートしていない場合は表示されません。

ルータの接続先のセカンダリ Easy VPN サーバまたはコンセ
ントレータの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ホス
ト名を入力する場合は、ネットワーク上に、ホスト名をピア 
デバイスの正しい IP アドレスに解決できる DNS サーバが必
要です。

同一アドレッシングなしの動作モード

クライアント ルータの内部ネットワーク上の PC およびその他のデバイス
で、プライベート IP アドレスを持つプライベート ネットワー
クを設定する場合は、[ クライアント ] を選択します。ネット
ワーク アドレス変換（NAT）およびポート アドレス変換

（PAT）が使用されます。LAN の外部のデバイスは、LAN 上
のデバイスに ping を実行したり直接アクセスしたりすること
はできません。
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ネットワーク拡張 内部インターフェイスに接続されているデバイスに対して、
宛先ネットワークからルート指定およびアクセスできる IP ア
ドレスを設定する場合は、[ ネットワーク拡張 ] を選択します。
接続の両端にあるデバイスは、1 つの論理ネットワークを形
成します。PAT は、自動的に無効になるので、接続の両端の 
PC およびホストは互いに直接アクセスができます。

この設定を選択する前に、Easy VPN サーバまたはコンセント
レータの管理者に確認してください。

[ ネットワーク拡張 ] を選択した場合は、ルータにサーバが割
り当てた IP アドレスを要求するチェック ボックスを選択する
ことで、ルータをリモート管理できます。この IP アドレス
は、ルータに（ping、Telnet、およびセキュア シェル）接続
してリモート管理とトラブルシューティングをする際に使用
できます。このモードを Network Extension Plus と呼びます。

注 ルータが、Easy VPN リモート フェーズ IV 以降をサ
ポートする Cisco IOS イメージを実行していない場合
は、Network Extension Plus の設定はできません。

アドレス空間が重複し、かつアクセスする必要のあるローカル デバイスがある場合の動作
モード

[ネットワーク情報] 画面の [クライアント IP アドレッシング] セクションで [はい] をクリック
し、[ デバイス到着可能性 ] セクションでも [ はい ] をクリックすると、ルータは自動的にネッ
トワーク拡張モードに設定されます。

ルータをリモート管理するた
めの IP アドレスをサーバから
割り当てます。

Easy VPN サーバがルータに IP アドレスを割り当てて、ルー
タの Easy VPN 動作をリモートで管理できるようにするには、
このボックスを選択します。

表 13-5 サーバ情報のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN リモート接続の作成
Easy VPN リモート ウィザード：認証

このウィンドウでは、Easy VPN リモート トンネルのセキュリティを指定
します。

フィールド リファレンス

表 13-6 に、この画面のフィールドの説明を示します。

アドレス空間が重複し、かつアクセスする必要のあるローカル デバイスがない場合の動作
モード

[ネットワーク情報] 画面の [クライアント IP アドレッシング] セクションで [はい] をクリック
し、[ デバイス到着可能性 ] セクションで [ いいえ ] をクリックした場合、ルータは自動的にク
ライアント モードに設定されます。Easy VPN サーバはルータに自動的に IP アドレスを割り
当てて、ルータの Easy VPN 動作をリモートで管理できるようにします。ローカル ネット
ワーク上のすべてのデバイスは、企業ネットワーク上の他のデバイスとの通信時に、この IP 
アドレスを共有します。

表 13-5 サーバ情報のフィールド （続き）

項目 説明

表 13-6 [ 認証 ] 画面のフィールド

項目 説明

デバイス認証

認証 [ デジタル証明書 ] または [ 事前共有キー ] を選択します。

 デジタル証明書 デジタル証明書を選択する場合は、デジタル証明書をルータ
で使用するように設定する必要があります。

注 [ デジタル証明書 ] オプションが使用できるのは、ルー
タ上の Cisco IOS イメージでサポートされている場合
だけです。

 事前共有キー [ 認証 ] フィールドで [ 事前共有キー] を選択する場合は、ユー
ザ グループ名と事前共有キーを指定する必要があります。
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ユーザ グループ  IPSec グループ名を入力します。このグループ名は、VPN コ
ンセントレータまたはサーバに定義されているグループ名と
一致しなければなりません。この情報については、ネット
ワーク管理者に確認します。

キー IPSec グループ キーを入力します。このグループ キーは、
VPN コンセントレータまたはサーバに定義されているグルー
プ キーと一致しなければなりません。この情報については、
ネットワーク管理者に確認します。

キーの再入力 キーが正確であることを確認するため、再入力します。

ユーザ認証

[ ユーザ認証 (XAuth)] は、ルータの Cisco IOS イメージが Easy VPN リモート フェーズ III をサ
ポートしている場合に表示されます。ユーザ認証が表示されない場合は、ルータのコマンド
ライン インターフェイスから設定する必要があります。

PC から ユーザ認証は Web ブラウザで実行されます。このオプション
は、使用するルータの Cisco IOS イメージによってサポート
される場合のみ表示されます。

ルータまたは Cisco CP から ユーザ認証はルータ コンソールまたは Cisco CP から実行され
ます。

表 13-6 [ 認証 ] 画面のフィールド

項目 説明
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Easy VPN リモート ウィザード：設定の要約

このウィンドウには、作成した Easy VPN 設定が表示されます。この設定
は保存できます。要約は次のように表示されます。

クレデンシャルの保存  Easy VPN サーバは、XAuth を使用してルータを認証する場
合があります。サーバでパスワードの保存オプションが許可
されている場合は、Easy VPN トンネルが確立されるたびに
ユーザ名とパスワードを入力する手間を、このオプションで
省くことができます。Easy VPN サーバ管理者から提供された
ユーザ名とパスワードを入力し、確認のため、パスワードを
再入力します。情報は、ルータのコンフィギュレーション 
ファイルに保存され、トンネルが確立されるたびに使用され
ます。

注意 XAuth ユーザ名とパスワードをルータのメモリに保
存した場合、ルータ設定にアクセスできる人がだれ
でもこの情報を取得できることになるので、セキュ
リティ リスクが生じます。この情報をルータに保存
しない場合は、ここで入力しないでください。そう
すれば、Easy VPN サーバは、接続が確立されるた
びに単純にルータにユーザ名とパスワードを要求し
ます。また、Cisco CP では、Easy VPN サーバがパ
スワードの保存オプションを許可しているかどうか
をそれ自体で判断することができません。したがっ
て、サーバがこのオプションを許可しているかどう
かを自分で判断する必要があります。サーバがこの
オプションを許可していない場合は、セキュリティ 
リスクを防ぐために、ここには情報を入力しないで
ください。

ユーザ名 認証に必要なユーザー名を入力します。

パスワード 認証に必要なパスワードを入力します。

新しいパスワードの再入力 確認のため、パスワードを再入力します。

表 13-6 [ 認証 ] 画面のフィールド

項目 説明
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Easy VPN tunnel name:test1
Easy VPN server: 222.28.54.7
Group: myCompany
Key: 1234
Control: Auto
Mode: Client
Outside Interface: BVI222
Inside Interfaces: Dialer0

このウィンドウで設定を確認し、必要な場合は、[ 戻る ] ボタンをクリック
して任意の項目を変更できます。

[ 完了 ] ボタンをクリックすると、ルータの実行コンフィギュレーションに
情報が書き込まれます。トンネルが自動モードで機能するように設定され
ている場合、さらにルータは VPN コンセントレータまたはサーバに接続
しようとします。

後で Easy VPN 設定を変更する場合は、[Easy VPN リモートの編集 ] ウィン
ドウで変更できます。

注 多くの場合、[ 完了 ] をクリックした後、または [Easy VPN リモートの編
集 ] ウィンドウや [VPN 接続 ] ウィンドウで [ 接続 ] をクリックした後に、
ルータによって Easy VPN サーバまたはコンセントレータとの通信が確立
されます。ただし、デバイスが XAuth を使用するように設定されている場
合は、ユーザ名とパスワードはルータで処理されます。この場合は、まず
セキュア シェル（SSH）のログイン ID およびパスワードを入力してルー
タにログオンし、次に Easy VPN サーバまたはコンセントレータの XAuth 
ログインおよびパスワードを入力する必要があります。この処理は、[ 完
了 ] をクリックすることにより、設定がルータに配信されるとき、および 
[Easy VPN リモートの編集 ] ウィンドウでトンネルを切断後、再接続する
ときに行う必要があります。XAuth が使用されているかどうかを調べ、必
要なユーザ名およびパスワードを確認します。

VPN 接続テスト

設定が終わった VPN 接続のテストを選択した場合、テストの結果は、別
のウィンドウに表示されます。
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Easy VPN リモート接続の管理
Cisco CP では、Easy VPN リモート接続設定の編集、接続のリセット、接
続の削除を行うことができます。Easy VPN リモート接続の作成には、
Easy VPN リモートの編集画面を使用できますが、ウィザードを使用する
ことをお勧めします。

ここでは、次のトピックについて説明します。

 • 既存の Easy VPN リモート接続の編集

 • 新しい Easy VPN リモート接続の作成

 • Easy VPN リモート接続の削除

 • 確立された Easy VPN リモート接続のリセット

 • Easy VPN サーバへの接続

 • VPN トンネルへの他のサブネットの接続

 • Easy VPN リモートの管理のリファレンス

既存の Easy VPN リモート接続の編集

既存の Easy VPN リモート接続を編集するには、次の手順に従ってくださ
い。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN リモート ] を選択します。

手順 3 [Easy VPN リモートの編集 ] タブをクリックします。

手順 4 編集する Easy VPN リモート接続を選択します。

手順 5 [ 編集 ] をクリックします。

手順 6 [Easy VPN リモートの編集 ] ダイアログ タブの設定を変更します。

手順 7 [OK] をクリックして変更をルータに送信し、このダイアログ ボックスを
閉じます。
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新しい Easy VPN リモート接続の作成

Easy VPN リモートの編集画面を使用して、新しい Easy VPN リモート接続
を作成できます。

新しい Easy VPN リモート接続を作成するには、次の手順に従ってくださ
い。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN リモート ] を選択します。

手順 3 [Easy VPN リモートの編集 ] タブをクリックします。

手順 4 [ 追加 ] をクリックします。

手順 5 [Easy VPN リモートの追加 ] ダイアログ タブで設定を行います。

手順 6 [OK] をクリックして変更をルータに送信し、このダイアログ ボックスを
閉じます。

Easy VPN リモート接続の削除

Easy VPN リモート接続を削除するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN リモート ] を選択します。

手順 3 [Easy VPN リモートの編集 ] タブをクリックします。

手順 4 削除する Easy VPN リモート接続を選択します。

手順 5 [ 削除 ] をクリックします。

手順 6 表示されたメッセージ画面で [OK] をクリックして、削除を確認します。
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確立された Easy VPN リモート接続のリセット

確立された Easy VPN リモート接続をリセットするには、次の手順に従っ
てください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN リモート ] を選択します。

手順 3 [Easy VPN リモートの編集 ] タブをクリックします。

手順 4 リセットする Easy VPN リモート接続を選択します。

手順 5 [ 接続のリセット ] をクリックします。ステータス ウィンドウでリセットが
成功したかどうかが通知されます。

Easy VPN サーバへの接続

Easy VPN リモート サーバに接続するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN リモート ] を選択します。

手順 3 [Easy VPN リモートの編集 ] タブをクリックします。

手順 4 Easy VPN リモート接続を選択します。

手順 5 [ 接続 ] をクリックして、設定済の Easy VPN サーバへの接続を完了します。

VPN トンネルへの他のサブネットの接続

ルータに直接接続されていないサブネットにトンネルの使用を許可するに
は、次の手順に従ってください。
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手順 1 [ ネットワーク拡張オプション ] ウィンドウで、[ 複数のサブネットの設定 ] 
を選択します。

手順 2 [サブネットを入力] を選択してサブネットおよびネットワーク マスクをリ
ストに追加するか、[ACL を選択 ] を選択します。

手順 3 サブネットを手動で入力するには、[ 追加 ] ボタンをクリックし、サブネッ
トのアドレスとマスクを入力します。ACL が自動的に生成されます。

注 ルータに直接接続されているサブネットは入力しないでください。

手順 4 既存の ACL を追加するには、その名前を入力するか、ドロップダウン リ
ストから選択します。

手順 5 [OK] をクリックして、ダイアログを閉じます。

Easy VPN リモートの管理のリファレンス

次のトピックでは、Easy VPN リモートの編集で使用する画面について説
明します。

 • Easy VPN リモートの編集

 • Easy VPN リモートの追加 / 編集

 • Easy VPN リモートの追加 / 編集：全般設定

 • ネットワーク拡張オプション

 • Easy VPN リモートの追加 / 編集：Easy VPN 設定

 • Easy VPN リモートの追加 / 編集：認証情報

 • Easy VPN リモートの追加 / 編集：VPN Client フェーズ III 認証

 • Easy VPN リモートの追加 / 編集：インターフェイスと接続

 • Easy VPN リモートの追加 / 編集：同一アドレッシング

 • Easy VPN リモート：デバイスの追加

 • SSH クレデンシャルの入力

 • XAuth ログイン ウィンドウ
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Easy VPN リモートの編集

このウィンドウから Easy VPN 接続を管理します。Easy VPN 接続は、Easy 
VPN クライアントと Easy VPN サーバまたはコンセントレータ間に設定さ
れる、サーバまたはコンセントレータがサポートする他のネットワークと
の安全な通信を可能にする接続です。

接続のリストには、設定済みの Easy VPN リモート接続に関する情報が表
示されます。

フィールド リファレンス

表 13-7 に、この画面のフィールドとボタンの説明を示します。

表 13-7 Easy VPN リモートの編集のフィールド 

項目 説明

追加 新しい Easy VPN リモート接続を作成する場合は [ 追加 ] をク
リックします。

編集 接続設定を変更する場合は、Easy VPN リモート接続を選択し
て [ 編集 ] をクリックします。

削除 接続を削除する場合は、Easy VPN リモート接続を選択して 
[ 削除 ] をクリックします。

接続のリセット 接続をリセットする場合は、Easy VPN リモート接続を選択
し、[ 接続のリセット ] をクリックして現在のセキュリティ ア
ソシエーション（SA）をクリアして新しい SA を作成します。

トンネルのテスト Easy VPN リモート接続を選択し、[ トンネルのテスト ] をク
リックして VPN トンネル経由でデータを送信します。テスト
結果を示すメッセージが表示されます。

接続、切断、またはログイン このボタンの名前は、選択した Easy VPN リモート接続のス
テータスによって変化します。

次のすべてが当てはまる場合、[ 接続 ] ボタンが表示されます。

 • この接続で、トンネルの手動制御を使用している

 • トンネルが停止している

 • XAuth 応答が、PC ブラウザのセッションから要求される
ように設定されていない

[ 接続 ] をクリックして接続を確立します。
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次のすべてが当てはまる場合、[ 切断 ] ボタンが表示されます。

 • この接続で、トンネルの手動制御を使用している

 • トンネルが稼働している

 • XAuth 応答が、PC ブラウザのセッションから要求される
ように設定されていない

[ 切断 ] をクリックして接続を切断します。

次のすべてが当てはまる場合、[ ログイン ] ボタンが表示され
ます。

 • 接続先の Easy VPN サーバまたはコンセントレータが 
XAuth を使用している

 • XAuth 応答が、Cisco CP またはルータ コンソールから要
求されるように設定されている

 • トンネルが XAuth クレデンシャルを待っている（接続が
開始されている）

[ ログイン ] をクリックして Easy VPN サーバにログインし、接
続を確立します。

接続が、自動またはトラフィックベースのトンネル制御に設
定されている場合、このボタンは無効になります。

ステータス

接続されています。トンネルの手動制御が使用されている場
合は、Easy VPN 接続が確立されているときに [ 切断 ] ボタンを
使用して接続を非アクティブにすることができます。

接続は切断されています。トンネルの手動制御が使用されて
いる場合は、Easy VPN 接続が切断されているときに [ 接続 ] ボ
タンを使用して接続をアクティブにすることができます。

表 13-7 Easy VPN リモートの編集のフィールド （続き）

項目 説明
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接続を確立中です。

[Xauth が必要 ] ― Easy VPN サーバまたはコンセントレータか
ら、XAuth ログインとパスワードが要求されます。[ ログイ
ン ] ボタンを使用して、ログイン ID およびパスワードを入力
して、接続を確立します。

[ 設定が変更されました ] ― この接続の設定が変更されたの
で、ルータに配信する必要があります。接続でトンネルの手
動制御を使用している場合は、[ 接続 ] ボタンを使用して、接
続を確立します。

名前 この Easy VPN 接続に付けられている名前です。

モード [ クライアント ] または [ ネットワーク拡張 ] のいずれかです。
クライアント モードでは、VPN コンセントレータまたはサー
バは、ルータからのすべてのトラフィックに 1 つの IP アドレ
スを割り当てます。LAN の外部のデバイスが LAN 上のデバ
イスに直接アクセスすることはできません。ネットワーク拡
張モードでは、VPN コンセントレータまたはサーバによる IP 
アドレスの置き換えは行われません。また、VPN 接続の相手
側のピアに対して、完全にルーティング可能なネットワーク
が提示されます。

詳細

リストから Easy VPN リモート接続を選択すると、その接続について、次の各設定項目の値が
表示されます。

認証 [ デジタル証明書 ] または [ 事前共有キー]。[ 事前共有キー] を
選択すると、キーを共有するユーザ グループが表示されま
す。

外部インターフェイス Easy VPN サーバまたはコンセントレータに接続するインター
フェイスです。

内部インターフェイス この Easy VPN 接続に含まれる内部インターフェイスです。
これらのインターフェイスに接続されているすべてのホスト
は、VPN に含まれます。

表 13-7 Easy VPN リモートの編集のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN サーバ Easy VPN サーバまたはコンセントレータの名前または IP ア
ドレスです。ルータの Cisco IOS イメージが Easy VPN リモー
ト フェーズ III をサポートしている場合は、Cisco CP を使っ
て設定している 中に、2 つの Easy VPN サーバまたはコンセ
ントレータを識別できます。

複数のサブネットのサポート ルータには直接接続されていませんが、トンネルの使用は許
可されているサブネットのアドレスです。トンネルの使用が
許可されるサブネットは、ACL で定義されます。

トンネルの有効化 値は自動、手動、トラフィックベースのいずれかです。

接続を手動で設定する場合は、[ 接続 ] をクリックしてトンネ
ルを確立する必要がありますが、[ 接続 ] または [ 切断 ] をク
リックすれば、いつでもトンネルを開始または停止できます。

接続を自動設定する場合、VPN トンネルは、Easy VPN 設定
がルータのコンフィギュレーション ファイルに配信されると
きに自動的に確立されます。ただし、この接続では [ 接続 ] と 
[ 切断 ] ボタンは無効です。

接続をトラフィックベースで設定する場合、VPN トンネル
は、内部トラフィックで外部ルーティングが必要なときに自
動的に確立されます。ただし、この接続では [ 接続 ] と [ 切断 ] 
ボタンは無効です。

バックアップ接続 設定されたバックアップ Easy VPN リモート接続です。バッ
クアップ接続は、Cisco CP の [ インターフェイスと接続 ] タス
クで設定します。

XAuth 応答方式 XAuth が有効である場合、[ 項目値 ] カラムには、XAuth クレ
デンシャルの送信方式について、次のいずれかが表示されま
す。

 • Cisco CP またはルータ コンソールから入力する必要があ
る

 • 参照時に PC ブラウザから入力する必要がある

 • クレデンシャルはルータに保存されているため、自動的
に送信される

表 13-7 Easy VPN リモートの編集のフィールド （続き）

項目 説明
13-23
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 13 章     Easy VPN リモート         

Easy VPN リモート接続の管理
Easy VPN リモートの追加 / 編集

このウィンドウを使用して、ルータを Easy VPN クライアントとして設定
できます。ルータは、ネットワーク上の Easy VPN コンセントレータまた
はサーバに接続している必要があります。

注 このウィンドウは、ルータの Cisco IOS イメージが Easy VPN クライアン
ト フェーズ II をサポートしている場合に表示されます。

Cisco Easy VPN リモート機能は、Cisco Unity クライアント プロトコルを
実装します。これによって、VPN リモート アクセス サーバでほとんどの 
VPN パラメータが定義されます。このサーバは、VPN 3000 コンセント
レータまたは Cisco PIX Firewall などの専用の VPN デバイス、または Cisco 
Unity クライアント プロトコルをサポートする Cisco IOS ルータです。

注 • Easy VPN サーバまたはコンセントレータが XAuth を使用するように
設定されている場合は、設定をルータに配信するときやトンネルの切
断と再接続を行うときなど、ルータが接続を確立するたびにユーザ名
およびパスワードが要求されます。XAuth が使用されているかどうか
を調べ、必要なユーザ名およびパスワードを確認します。

同一アドレッシング インター
フェイス

同一アドレッシングが設定されている場合は、[ 項目値 ] カラ
ムに「設定済」と表示され、さらにインターフェイスの名前、
IP アドレス、およびサブネット ビット数が表示されます

（例：Loopback1 (20.20.20.1/24)）。

スプリット DNS スプリット DNS が設定されている場合は、[ 項目値 ] カラムに
「有効」と表示され、さらに次の情報が表示されます。

 • 企業の DNS サーバに送信されるドメイン名

 • サーバからプッシュされる企業の DNS サーバ

 • インターネット DNS サーバ

複数の値はカンマで区切られます。

表 13-7 Easy VPN リモートの編集のフィールド （続き）

項目 説明
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 • ルータがセキュア シェル（SSH）を使用する場合、 初に接続を確立
するときに SSH ログインおよびパスワードを入力する必要がありま
す。

フィールド リファレンス

表 13-8 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 13-8 Easy VPN リモートの追加 / 編集のフィールド 

項目 説明

名前 Easy VPN リモート設定の名前を入力します。

モード

クライアント ルータの内部ネットワーク上の PC およびその他のデバイス
で、プライベート IP アドレスを持つプライベート ネットワー
クを設定する場合は、[ クライアント ] を選択します。ネット
ワーク アドレス変換（NAT）およびポート アドレス変換

（PAT）が使用されます。LAN の外部のデバイスは、LAN 内
のデバイスに対して ping を実行したり直接アクセスしたりす
ることはできません。

ネットワーク拡張 内部インターフェイスに接続されているデバイスに対して、
宛先ネットワークからルート指定およびアクセスできる IP ア
ドレスを設定する場合は、[ ネットワーク拡張 ] を選択します。
接続の両端にあるデバイスは、1 つの論理ネットワークを形
成します。PAT は、自動的に無効になるので、接続の両端の 
PC およびホストは互いに直接アクセスができます。

トンネル制御

自動 Easy VPN 設定がルータのコンフィギュレーション ファイル
に配信されるときに VPN トンネルを自動的に確立する場合
は、[ 自動 ] を選択します。ただし、[VPN 接続 ] ウィンドウで
トンネルを手動で制御することはできません。[ 接続 ] ボタン
および [ 切断 ] ボタンは、この Easy VPN 接続が選択されてい
るときは無効です。
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手動 VPN トンネルの確立および切断を制御する場合は、[ 手動 ] を
選択します。トンネルを確立するには、[Easy VPN リモート
の編集 ] ウィンドウの [ 接続 ] ボタンをクリックする必要があ
ります。[ 接続 ] ボタンおよび [ 切断 ] ボタンは、トンネル制御
が手動に設定されている VPN 接続を選択するたびに有効にな
ります。

Easy VPN サーバまたはコンセ
ントレータ

ルータの接続先の VPN コンセントレータまたはサーバの名前
または IP アドレスを指定します。コンセントレータまたは
サーバの IP アドレスを入力する場合は [IP アドレス ]、ホスト
名を入力する場合は [ ホスト名 ] を選択します。次に、その下
のフィールドで適切な値を指定します。ホスト名を指定する
場合は、ホスト名を適切な IP アドレスに解決できる DNS 
サーバがネットワーク上に必要です。IP アドレスを入力する
場合は、標準のドット（.）で区切った 10 進表記で、たとえ
ば 172.16.44.1 のように入力します。

グループ

グループ名 IPSec グループ名を入力します。このグループ名は、VPN コ
ンセントレータまたはサーバに定義されているグループ名と
一致しなければなりません。この情報については、ネット
ワーク管理者に確認します。

グループ キー IPSec グループのパスワードを入力します。このグループ パ
スワードは、VPN コンセントレータまたはサーバに定義され
ているグループ パスワードと一致しなければなりません。こ
の情報については、ネットワーク管理者に確認します。

キーの確認 確認のため、グループ パスワードを再入力します。

表 13-8 Easy VPN リモートの追加 / 編集のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN リモートの追加 / 編集：全般設定

このウィンドウを使用して、ルータを Easy VPN クライアントとして設定
できます。ルータは、ネットワーク上の Easy VPN コンセントレータまた
はサーバに接続している必要があります。

注 このウィンドウは、ルータの Cisco IOS イメージが Easy VPN クライアン
ト フェーズ IV をサポートしている場合に表示されます。

Cisco Easy VPN リモート機能は、Cisco Unity クライアント プロトコルを
実装します。これによって、VPN リモート アクセス サーバでほとんどの 
VPN パラメータが定義されます。このサーバは、VPN 3000 コンセント
レータまたは Cisco PIX Firewall などの専用の VPN デバイス、または Cisco 
Unity クライアント プロトコルをサポートする Cisco IOS ルータです。

フィールド リファレンス

表 13-9 に、この画面のフィールドの説明を示します。

インターフェイス

サーバまたはコンセントレー
タへの外部インターフェイス

Easy VPN サーバまたはコンセントレータに接続しているイン
ターフェイスを選択します。

注 Cisco 800 ルータでは、インターフェイス E 0 を外部イ
ンターフェイスとして使用できません。

内部インターフェイス Easy VPN 設定に含める内部インターフェイスを指定します。
これらのインターフェイスに接続されているすべてのホスト
は、VPN に含まれます。Cisco 800 シリーズおよび Cisco 1700 
シリーズのルータでサポートされる内部インターフェイスは

大 3 つです。

注 インターフェイスを内部と外部の両方のインターフェ
イスとして割り当てることはできません。

表 13-8 Easy VPN リモートの追加 / 編集のフィールド （続き）

項目 説明
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表 13-9 Easy VPN リモートの全般設定のフィールド 

項目 説明

名前 Easy VPN リモート設定の名前を入力します。

サーバ 大 10 の Easy VPN サーバを IP アドレスまたはホスト名で指
定できます。このリストを並べ替えて、ルータが 初に接続
するサーバを指定することができます。

ルータの接続先の VPN コンセントレータまたはサーバの名前
または IP アドレスを指定する場合は、[ 追加 ] をクリックしま
す。表示されたウィンドウに、アドレスまたはホスト名を入
力します。

指定した IP アドレスまたはホスト名を削除する場合は、[ 削
除 ] をクリックします。

リスト内で指定したサーバ IP アドレスまたはホスト名を上に
移動する場合は、[ 上へ移動 ] をクリックします。ルータは、
このリストに表示された順に、ルータにアクセスします。

リスト内で指定した IP アドレスまたはホスト名を下に移動す
る場合は、[ 下へ移動 ] をクリックします。

モード

クライアント ルータの内部ネットワーク上の PC およびその他のデバイス
で、プライベート IP アドレスを持つプライベート ネットワー
クを設定する場合は、[ クライアント ] モードを選択します。
ネットワーク アドレス変換（NAT）およびポート アドレス変
換（PAT）が使用されます。LAN の外部のデバイスは、LAN 
内のデバイスに対して ping を実行したり直接アクセスしたり
することはできません。
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ネットワーク拡張 内部インターフェイスに接続されているデバイスに対して、
宛先ネットワークからルート指定およびアクセスできる IP ア
ドレスを設定する場合は、[ ネットワーク拡張 ] を選択します。
接続の両端にあるデバイスは、1 つの論理ネットワークを形
成します。PAT は、自動的に無効になるので、接続の両端の 
PC およびホストは互いに直接アクセスができます。

 • ルータのリモート管理とトラブルシューティングを有効
にする。

ルータにサーバが割り当てた IP アドレスを要求する
チェック ボックスを選択して、ルータのリモート管理を
有効にできます。この IP アドレスは、ルータに（ping、
Telnet、およびセキュア シェル）接続してリモート管理と
トラブルシューティングをする際に使用できます。この
モードを Network Extension Plus と呼びます。

この設定を選択する前に、Easy VPN サーバまたはコンセント
レータの管理者に確認してください。

[ ネットワーク拡張 ] を選択すると、次の操作も可能となりま
す。

 • ルータに直接接続されていないサブネットにトンネルの
使用を許可する。

ルータに直接接続されていないサブネットにトンネルの
使用を許可するには、[ オプション ] ボタンをクリックし
て、ネットワーク拡張オプションを設定します。

表 13-9 Easy VPN リモートの全般設定のフィールド （続き）

項目 説明
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ネットワーク拡張オプション

ルータに直接接続されていないサブネットにトンネルの使用を許可するに
は、この画面にサブネットを入力するか、許可するサブネットを定義する 
ACL を入力します。

フィールド リファレンス

表 13-10 に、この画面のフィールドの説明を示します。

 • ルータのリモート管理とトラブルシューティングを有効
にする。

ルータにサーバが割り当てた IP アドレスを要求する
チェック ボックスを選択して、ルータのリモート管理を
有効にできます。この IP アドレスは、ルータに（ping、
Telnet、およびセキュア シェル）接続してリモート管理と
トラブルシューティングをする際に使用できます。この
モードを Network Extension Plus と呼びます。

ルータをリモート管理するた
めの IP アドレスをサーバから
割り当てます。

ルータにサーバが割り当てた IP アドレスを要求する場合
は、このチェック ボックスを選択します。この IP アドレ
スは、ルータに（ping、Telnet、およびセキュア シェル）
接続してリモート管理とトラブルシューティングをする
際に使用できます。このモードを Network Extension Plus 
と呼びます。

表 13-9 Easy VPN リモートの全般設定のフィールド （続き）

項目 説明

表 13-10 ネットワーク拡張オプションのフィールド 

項目 説明

複数のサブネットの設定 [ 複数のサブネットの設定 ] を選択すると、この画面の他の
フィールドが有効になります。
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Easy VPN リモートの追加 / 編集：Easy VPN 設定

このウィンドウを使用して、ルータを Easy VPN クライアントとして設定
できます。ルータは、ネットワーク上の Easy VPN コンセントレータまた
はサーバに接続している必要があります。

注 このウィンドウは、ルータの Cisco IOS イメージが Easy VPN クライアン
ト フェーズ III をサポートしている場合に表示されます。

Cisco Easy VPN リモート機能は、Cisco Unity クライアント プロトコルを
実装します。これによって、VPN リモート アクセス サーバでほとんどの 
VPN パラメータが定義されます。このサーバは、VPN 3000 コンセント
レータまたは Cisco PIX Firewall などの専用の VPN デバイス、または Cisco 
Unity クライアント プロトコルをサポートする Cisco IOS ルータです。

フィールド リファレンス

表 13-11 に、この画面のフィールドの説明を示します。

サブネットを入力。Cisco CP 
は必要な ACL を作成します。

各サブネットおよびサブネット マスクを手動で入力する場合
は、このオプションを選択します。リストにエントリを追加
する場合は、[ 追加 ] をクリックします。選択したエントリを
削除するには、[ 削除 ] をクリックします。

ACL を選択 サブネットを定義する ACL を使用する場合は、[ACL を選択 ] 
を選択します。ACL の名前または番号がわかっている場合
は、フィールドにその名前または番号を入力します。または、
フィールドの右にあるボタンをクリックして、既存の ACL を
選択するか新しい ACL を作成します。この画面で ACL の関
連付けを削除するには、ボタンをクリックして [ なし（ルール
の関連付けを解除）] を選択します。

表 13-10 ネットワーク拡張オプションのフィールド （続き）

項目 説明
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表 13-11 Easy VPN 設定のフィールド 

項目 説明

名前 Easy VPN リモート設定の名前を入力します。

モード

クライアント ルータの内部ネットワーク上の PC およびその他のデバイス
で、プライベート IP アドレスを持つプライベート ネットワー
クを設定する場合は、[ クライアント ] モードを選択します。
ネットワーク アドレス変換（NAT）およびポート アドレス変
換（PAT）が使用されます。LAN の外部のデバイスは、LAN 
内のデバイスに対して ping を実行したり直接アクセスしたり
することはできません。

ネットワーク拡張 内部インターフェイスに接続されているデバイスに対して、
宛先ネットワークからルート指定およびアクセスできる IP ア
ドレスを設定する場合は、[ ネットワーク拡張 ] を選択します。
接続の両端にあるデバイスは、1 つの論理ネットワークを形
成します。PAT は、自動的に無効になるので、接続の両端の 
PC およびホストは互いに直接アクセスができます。

この設定を選択する前に、Easy VPN サーバまたはコンセント
レータの管理者に確認してください。

トンネル制御

自動 Easy VPN 設定がルータのコンフィギュレーション ファイル
に配信されるときに VPN トンネルを自動的に確立する場合
は、[ 自動 ] を選択します。ただし、[VPN 接続 ] ウィンドウで
トンネルを手動で制御することはできません。[ 接続 ] ボタン
および [ 切断 ] ボタンは、この Easy VPN 接続が選択されてい
るときは無効です。

手動 VPN トンネルの確立および切断を制御する場合は、[ 手動 ] を
選択します。トンネルを確立するには、[Easy VPN リモート
の編集 ] ウィンドウの [ 接続 ] ボタンをクリックする必要があ
ります。[ 接続 ] ボタンおよび [ 切断 ] ボタンは、トンネル制御
が手動に設定されている VPN 接続を選択するたびに有効にな
ります。

サーバ
大 10 の Easy VPN サーバを IP アドレスまたはホスト名で指定できます。このリストを並べ

替えて、ルータが 初に接続するサーバを指定することができます。
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Easy VPN リモートの追加 / 編集：認証情報

このウィンドウを使用して、Easy VPN サーバまたはコンセントレータで
ルータを認証するために必要な情報を入力します。

フィールド リファレンス

表 13-12 に、この画面のフィールドの説明を示します。

追加 ルータの接続先の VPN コンセントレータまたはサーバの名前
または IP アドレスを指定する場合は、[ 追加 ] をクリックしま
す。表示されたウィンドウに、アドレスまたはホスト名を入
力します。

削除 選択したサーバの IP アドレスまたはホスト名を削除する場合
は、[ 削除 ] をクリックします。

上へ移動 リスト内で指定したサーバ IP アドレスまたはホスト名を上に
移動する場合は、[ 上へ移動 ] をクリックします。ルータは、
このリストに表示された順に、ルータにアクセスします。

下へ移動 リスト内で指定した IP アドレスまたはホスト名を下に移動す
る場合は、[ 下へ移動 ] をクリックします。

サーバまたはコンセントレー
タへの外部インターフェイス

Easy VPN サーバまたはコンセントレータに接続しているイン
ターフェイスを選択します。

注 Cisco 800 ルータでは、インターフェイス E 0 を外部イ
ンターフェイスとして使用できません。

内部インターフェイス Easy VPN 設定に含める内部インターフェイスを指定します。
これらのインターフェイスに接続されているすべてのホスト
は、VPN に含まれます。Cisco 800 シリーズおよび Cisco 1700 
シリーズのルータでサポートされる内部インターフェイスは

大 3 つです。

注 インターフェイスを内部と外部の両方のインターフェ
イスとして割り当てることはできません。

表 13-11 Easy VPN 設定のフィールド （続き）

項目 説明
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表 13-12 認証情報のフィールド 

項目 説明

デバイス認証

 デジタル証明書 デジタル証明書を選択する場合は、デジタル証明書をルータ
で使用するように設定する必要があります。

注 [ デジタル証明書 ] オプションが使用できるのは、ルー
タ上の Cisco IOS イメージでサポートされている場合
だけです。

 事前共有キー ネットワーク管理者によって割り当てられた IKE キーの値を
使用する場合は、事前共有キーを選択します。IPSec グルー
プ名と IKE キー値については、ネットワーク管理者に確認し
てください。このグループ名は、VPN コンセントレータまた
はサーバに定義されているグループ名と一致しなければなり
ません。

グループ名 ネットワーク管理者から割り当てられた IPSec グループ名を
ここに入力します。このグループ名は、VPN コンセントレー
タまたはサーバに定義されているグループ名と一致しなけれ
ばなりません。このフィールドは、事前共有キーが選択され
ている場合にのみ表示されます。

現在のキー 現在の IKE キーの値がある場合は、[ 現在のキー ] フィールド
にアスタリスク（*）が表示されます。キーが設定されていな
い場合、このフィールドに < なし > と表示されます。この
フィールドは、事前共有キーが選択されている場合にのみ表
示されます。

新しいキー ネットワーク管理者から割り当てられた IKE キーの値をここ
に入力します。このフィールドは、事前共有キーが選択され
ている場合にのみ表示されます。

キーの再入力 確認のため、新しいキーを再入力します。[ 新しいキー ] と 
[ キーの再入力 ] の値が一致しない場合は、キー値の再入力が
求められます。このフィールドは、事前共有キーが選択され
ている場合にのみ表示されます。
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ユーザ認証

Easy VPN サーバまたはコンセントレータが XAuth を使用するように設定されている場合は、
設定をルータに配信するときやトンネルの切断と再接続を行うときなど、ルータが接続を確
立するたびにユーザ名およびパスワードが要求されます。XAuth が使用されているかどうか
を調べ、必要なユーザ名およびパスワードを入手します。

PC から Web ブラウザ ウィンドウにクレデンシャルを入力する場合
は、[PC から ] を選択します。

注 このオプションは、使用するルータの Cisco IOS イ
メージによってサポートされる場合のみ表示されま
す。

このルータから ルータのコマンド ライン インターフェイスまたは Cisco CP 
からクレデンシャルを入力する場合は、[ このルータから ] を
選択します。

表 13-12 認証情報のフィールド （続き）

項目 説明
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クレデンシャルの保存 サーバでパスワードの保存が許可されている場合は、Easy 
VPN トンネルが確立されるたびにユーザ名とパスワードを入
力する手間を省くことができます。情報は、ルータのコン
フィギュレーション ファイルに保存され、トンネルが確立さ
れるたびに使用されます。

ユーザー名とパスワードをルータのコンフィギュレーション 
ファイルに保存する場合は、[ クレデンシャルの保存 ] を選択
します。

注意 XAuth ユーザ名とパスワードをルータのメモリに保
存した場合、ルータ設定にアクセスできる人がだれ
でもこの情報を取得できることになるので、セキュ
リティ リスクが生じます。この情報をルータに保存
しない場合は、ここで入力しないでください。そう
すれば、Easy VPN サーバは、接続が確立されるた
びに単純にルータにユーザ名とパスワードを要求し
ます。また、Cisco CP では、サーバがパスワードの
保存を許可しているかどうかをそれ自体で判断する
ことができません。したがって、サーバがこのオプ
ションを許可しているかどうかを自分で判断する必
要があります。サーバがパスワードの保存を許可し
ていない場合は、セキュリティ リスクを防ぐため
に、ここには情報を入力しないでください。

ユーザ名 サーバ管理者から割り当てられたユーザー名をここに入力し
ます。

現在のパスワード 設定されたパスワードがある場合は、[ 現在のパスワード ] 
フィールドにアスタリスク（*）が表示されます。パスワード
が設定されていない場合、このフィールドに < なし > と表示
されます。

新しいパスワード サーバ管理者から割り当てられた新しいパスワードをここに
入力します。

新しいパスワードの再入力 確認のため、新しいパスワードを再入力します。[ 新しいパス
ワード ] と [ 新しいパスワードの再入力 ] の値が一致しない場
合は、パスワードの再入力が求められます。

表 13-12 認証情報のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN リモートの追加 / 編集：VPN Client フェーズ III 認証

このウィンドウは、ルータの Cisco IOS イメージが Easy VPN クライアン
ト フェーズ III をサポートしている場合に表示されます。イメージが 
EasyVPN クライアント フェーズ II をサポートしている場合は、異なる
ウィンドウが表示されます。

このウィンドウを使用して、Easy VPN サーバまたはコンセントレータで
ルータを認証するために必要な情報を入力します。

フィールド リファレンス

表 13-13 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 13-13 認証情報のフィールド 

項目 説明

デバイス認証

グループ名 ネットワーク管理者から割り当てられた IPSec グループ名を
ここに入力します。このグループ名は、VPN コンセントレー
タまたはサーバに定義されているグループ名と一致しなけれ
ばなりません。

現在のキー 現在の IKE キーの値がある場合は、[ 現在のキー ] フィールド
にアスタリスク（*）が表示されます。キーが設定されていな
い場合、このフィールドに < なし > と表示されます。

新しいキー ネットワーク管理者から割り当てられた IKE キーの値をここ
に入力します。

キーの再入力 確認のため、新しいキーを再入力します。[ 新しいキー ] と 
[ キーの再入力 ] の値が一致しない場合は、キー値の再入力が
求められます。

ユーザ認証

Easy VPN サーバまたはコンセントレータが XAuth を使用するように設定されている場合は、
設定をルータに配信するときやトンネルの切断と再接続を行うときなど、ルータが接続を確
立するたびにユーザ名およびパスワードが要求されます。XAuth が使用されているかどうか
を調べ、必要なユーザ名およびパスワードを入手します。
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PC から Web ブラウザ ウィンドウにクレデンシャルを入力する場合
は、[PC から ] を選択します。

注 このオプションは、使用するルータの Cisco IOS イ
メージによってサポートされる場合のみ表示されま
す。

このルータから ルータのコマンド ライン インターフェイスまたは Cisco CP 
からクレデンシャルを入力する場合は、[ このルータから ] を
選択します。

クレデンシャルの保存 サーバでパスワードの保存が許可されている場合は、Easy 
VPN トンネルが確立されるたびにユーザ名とパスワードを入
力する手間を省くことができます。情報は、ルータのコン
フィギュレーション ファイルに保存され、トンネルが確立さ
れるたびに使用されます。

ユーザー名とパスワードをルータのコンフィギュレーション 
ファイルに保存する場合は、[ クレデンシャルの保存 ] を選択
します。

注意 XAuth ユーザ名とパスワードをルータのメモリに保
存した場合、ルータ設定にアクセスできる人がだれ
でもこの情報を取得できることになるので、セキュ
リティ リスクが生じます。この情報をルータに保存
しない場合は、ここで入力しないでください。そう
すれば、Easy VPN サーバは、接続が確立されるた
びに単純にルータにユーザ名とパスワードを要求し
ます。また、Cisco CP では、サーバがパスワードの
保存を許可しているかどうかをそれ自体で判断する
ことができません。したがって、サーバがこのオプ
ションを許可しているかどうかを自分で判断する必
要があります。サーバがパスワードの保存を許可し
ていない場合は、セキュリティ リスクを防ぐため
に、ここには情報を入力しないでください。

表 13-13 認証情報のフィールド （続き）

項目 説明
13-38
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 13 章     Easy VPN リモート

Easy VPN リモート接続の管理  
Easy VPN リモートの追加 / 編集：インターフェイスと接続

この画面では、内部インターフェイスと外部インターフェイスを特定し、
VPN トンネルの起動方法を指定します。

フィールド リファレンス

表 13-14 に、この画面のフィールドの説明を示します。

ユーザ名 サーバ管理者から割り当てられたユーザー名をここに入力し
ます。

現在のパスワード 設定されたパスワードがある場合は、[ 現在のパスワード ] 
フィールドにアスタリスク（*）が表示されます。パスワード
が設定されていない場合、このフィールドに < なし > と表示
されます。

新しいパスワード サーバ管理者から割り当てられた新しいパスワードをここに
入力します。

新しいパスワードの再入力 確認のため、新しいパスワードを再入力します。[ 新しいパス
ワード ] と [ 新しいパスワードの再入力 ] の値が一致しない場
合は、パスワードの再入力が求められます。

表 13-13 認証情報のフィールド （続き）

項目 説明

表 13-14 インターフェイスと接続設定のフィールド 

項目 説明

インターフェイス

チェック ボックス この Easy VPN 設定に追加する、ローカル ネットワークを提
供する内部（LAN）インターフェイスを選択します。次の制
限付きで、複数の内部インターフェイスを選択できます。

 • すでに他の Easy VPN 設定で使用されているインターフェ
イスを選択した場合は、1 つのインターフェイスを 2 つの 
Easy VPN 設定に指定できないことが通知されます。
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 • すでに VPN 設定で使用されているインターフェイスを選
択した場合は、作成中の Easy VPN 設定とその既存の 
VPN 設定が共存できないことが通知されます。また、そ
れらのインターフェイスから既存の VPN トンネルを削除
して、インターフェイスに Easy VPN 設定を適用するかど
うかを尋ねるメッセージが表示されます。

 • 既存のインターフェイスであっても、Easy VPN 設定で使
用できないものは、インターフェイスのリストに表示さ
れません。たとえば、ルータに設定されているループ
バック インターフェイスは、このリストには表示されま
せん。

 • インターフェイスを内部と外部の両方のインターフェイ
スとして割り当てることはできません。

Cisco 800 および Cisco 1700 シリーズのルータでサポートされ
る内部インターフェイスは 大 3 つです。[Easy VPN リモー
トの編集 ] ウィンドウで Easy VPN 設定からインターフェイス
を削除できます。

インターフェイス リスト [ インターフェイス ] リストで、Easy VPN サーバまたはコンセ
ントレータに接続する外部インターフェイスを選択します。

注 Cisco 800 ルータでは、インターフェイス E 0 を外部イ
ンターフェイスとして使用できません。

仮想トンネル インターフェイ
ス

このオプションは、この接続に仮想トンネル インターフェイ
ス（VTI）を使用する場合に選択します。リスト内の VTI が
他の VPN 接続で使用されている場合は、[ 追加 ] をクリックし
て新しい VTI を作成します。

接続設定

自動 Easy VPN 設定がルータのコンフィギュレーション ファイル
に配信されるときに、ルータが VPN トンネルを自動的に確立
するように設定する場合は、[ 自動 ] を選択します。[ 接続 ] ボ
タンまたは [ 切断 ] ボタンを使用してトンネルを手動で制御す
ることはできなくなります。この設定が選択されている場合、
これらのボタンは無効になります。

表 13-14 インターフェイスと接続設定のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN リモートの追加 / 編集：同一アドレッシング

この画面では、同一アドレッシングの設定に必要な情報を入力します。同
一アドレッシングにより、リモート ネットワークからリモート ネット
ワーク内のアドレスと重複する IP アドレスを持つローカル デバイスへの
アクセスが可能になります。

手動 VPN トンネルを手動で起動およびシャットダウンする場合
は、[ 手動 ] を選択します。手動設定では、[Easy VPN リモー
トの編集 ] 画面で [ 接続 ] または [ 切断 ] ボタンをクリックして
トンネルを確立または解除する必要があります。また、ルー
タでセキュリティ アソシエーション（SA）タイムアウトが設
定されている場合は、タイムアウトが発生するたびに、手動
で VPN トンネルを再確立する必要があります。SA タイムア
ウト設定は、[VPN コンポーネント ] の下の [VPN グローバル
設定 ] ウィンドウで変更できます。

対象トラフィック アウトバウンド ローカル（LAN 側）トラフィックが検出され
るたびに VPN トンネルを確立する場合は、[ 対象トラフィッ
ク ] を選択します。Easy VPN 接続にこの設定を選択すると、
[ 接続 ] または [ 切断 ] ボタンは無効になります。

注 [ 対象トラフィック ] オプションが表示されるのは、
ルータ上の Cisco IOS イメージでサポートされている
場合だけです。

表 13-14 インターフェイスと接続設定のフィールド （続き）

項目 説明
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フィールド リファレンス

表 13-15 [ 同一アドレッシング ] タブのフィールド 

項目 説明

同一アドレッシングを設定す
る

ローカル ネットワークに、組織のリモート ネットワーク内の
アドレスと重複する IP アドレスを持つデバイスがある場合
は、[ 同一アドレッシングを設定する ] を選択します。この画
面の他のコントロールを有効にするには、このチェック ボッ
クスを選択する必要があります。

ループバック インターフェイス

ループバック インターフェイ
ス

下矢印をクリックして、既存のループバック インターフェイ
スを選択します。ループバック インターフェイスが設定され
ていない場合は、[ 追加 ] をクリックします。

追加 [ 追加 ] をクリックすると、ループバック インターフェイスを
設定するダイアログが表示されます。

スプリット トンネリングの有
効化

ルータでスプリット トンネリングを使用すると、Easy VPN 
サーバによって割り当てられたネットワーク アドレスにトラ
フィックを送信する場合にのみ VPN トンネルを使用し、それ
以外のトラフィックはインターネット経由で送信できるよう
になります。ルータでこの機能を使用するには、[ スプリット 
トンネリングの有効化 ] をクリックします。

アクセス可能デバイス

デバイスのローカル IP 他のネットワークからアクセスする必要のあるデバイスと識
別されているデバイスの、ローカル IP アドレス。

デバイスのグローバル IP 他のネットワークからアクセスする必要のあるデバイスと識
別されているデバイスの、グローバル IP アドレス。各デバイ
スのグローバル IP アドレスは Easy VPN サーバからルーティ
ング可能でなければならないため、これらのアドレスを Easy 
VPN サーバの管理者から取得する必要があります。各 IP アド
レスは同一サブネット上にある必要があります。また、1 つ
のアドレスをローカル ネットワーク上のアクセス不能デバイ
スで使用するために予約しておく必要があります。

追加 デバイスのローカル IP アドレスとグローバル IP アドレスを
追加するには、[ 追加 ] をクリックします。
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警告メッセージ

Cisco CP では、次のいずれかの問題が検出された場合に [OK] をクリック
すると、警告メッセージが表示されます。

 • デバイスが追加されていない場合。

 • アクセス不能デバイスに、ルータ インターフェイスですでに使用され
ている IP アドレスを入力した場合。

 • アクセス不能デバイスに、アクセス可能デバイスのグローバル IP アド
レスとしてすでに使用されている IP アドレスを入力した場合。

 • デバイスのローカル IP アドレスに、接続先 LAN インターフェイスの
サブネット外のアドレスを入力した場合。

 • [ 全般 ] タブでクライアント モードを選択した場合。同一アドレッシン
グは、ネットワーク拡張モードでのみ機能します。

 • [インターフェイスと接続 ] タブで仮想トンネル インターフェイスを選
択しなかった場合。

Easy VPN リモート：デバイスの追加

この画面では、デバイスのローカル IP アドレスおよびグローバル IP アド
レス情報を入力します。グローバル IP アドレスは、デバイスを他のネッ
トワークで識別するために使用できる IP アドレスです。

フィールド リファレンス

表 13-16 に、この画面のフィールドの説明を示します。

編集 デバイスの IP アドレス情報を変更するには、エントリを選択
して [ 編集 ] をクリックします。

削除 アクセス可能デバイスのエントリを削除するには、エントリ
を選択して [ 削除 ] をクリックします。

表 13-15 [ 同一アドレッシング ] タブのフィールド （続き）

項目 説明
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表 13-16 デバイスの追加のフィールド 

項目 説明

ローカル IP アドレス アクセスする必要のあるデバイスのローカル IP アドレスを入
力します。

グローバル IP アドレス このデバイスに使用するグローバル IP アドレスを入力しま
す。Easy VPN サーバからルーティング可能なアドレスを使用
する必要があります。

SSH クレデンシャルの入力

ルータがセキュア シェル（SSH）を使用する場合、 初に接続を確立する
ときに SSH ログインおよびパスワードを入力する必要があります。この
ウィンドウを使用して、SSH または Telnet のログイン情報を入力します。

フィールド リファレンス

表 13-17 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 13-17 SSH クレデンシャルの入力のフィールド

項目 説明

ユーザ名 このルータへのログインに使用する SSH または Telnet アカウ
ントのユーザ名を入力します。

パスワード このルータへのログインに使用する SSH または Telnet アカウ
ントのユーザ名に応じたパスワードを入力します。

XAuth ログイン ウィンドウ

このウィンドウは、Easy VPN サーバが拡張認証を要求するときに表示さ
れます。アカウントのユーザ名、パスワード、またはその他の情報など、
必要な情報を入力することによって、チャレンジに応答し、Easy VPN ト
ンネルを確立します。入力する情報が不確かな場合は、VPN 管理者に確
認してください。
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その他の手順
ここでは、ウィザードで設定できないタスクの手順を示します。

既存の Easy VPN 接続を編集する方法

既存の Easy VPN リモート接続を編集するには、次の手順に従ってくださ
い。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN リモート ] を選択します。

手順 3 [Easy VPN リモートの編集 ] タブをクリックし、編集する接続を選択しま
す。

手順 4 [ 編集 ] をクリックします。

[Easy VPN リモートの編集 ] ウィンドウが表示されます。

手順 5 [Easy VPN リモートの編集 ] ウィンドウで、タブをクリックして変更する
値を表示します。

手順 6 変更が終わったら、[OK] をクリックします。

Easy VPN 接続のバックアップを設定する方法

Easy VPN リモート接続のバックアップを設定するには、バックアップに
使用できる ISDN インターフェイス、非同期インターフェイス、またはア
ナログ モデム インターフェイスがルータに必要です。

ISDN、非同期、アナログ モデムのいずれのインターフェイスも設定され
ていない場合は、次の手順に従ってください。

手順 1 機能バーから [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックしま
す。

手順 2 [ 接続の作成 ] タブをクリックします。
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手順 3 リストから、ISDN、非同期、アナログ モデムのいずれかのインターフェ
イスを選択します。

手順 4 [ 新しい接続の作成 ] ボタンをクリックし、ウィザードを使用して新しいイ
ンターフェイスを設定します。

手順 5 該当するウィザードのウィンドウで、新しいインターフェイスを Easy 
VPN リモート接続のバックアップとして設定します。

ISDN、非同期、アナログ モデムのいずれかのインターフェイスが設定さ
れている場合は、次の手順に従ってください。

手順 1 機能バーから [ ルータ ] > [ インターフェイスと接続 ] の順にクリックしま
す。

手順 2 [ インターフェイス / 接続の編集 ] タブをクリックします。

手順 3 設定されたインターフェイスのリストから、ISDN、非同期、アナログ モ
デムのいずれかのインターフェイスを選択します。

手順 4 [ 編集 ] ボタンをクリックします。

手順 5 [ バックアップ ] タブをクリックし、Easy VPN リモート接続のバックアッ
プを設定します。

手順 6 バックアップの設定が完了したら、[OK] をクリックします。
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Easy VPN サーバ

Easy VPN サーバ機能は、Cisco VPN Client リリース 3.x 以降のソフトウェ
ア クライアントおよび Cisco VPN ハードウェア クライアントのサーバ サ
ポートを導入します。この機能を使用すると、リモート エンド ユーザが 
IP セキュリティ（IPSec）を使用して、Cisco IOS Virtual Private Network

（VPN）ゲートウェイと通信できます。一元管理された IPSec ポリシーが
サーバによってクライアントに「プッシュ」され、エンド ユーザが行う
設定を 小限にします。

次のリンク先には、Cisco Easy VPN ソリューションについての全般的な情
報、およびその他の詳細情報へのリンクが掲載されています。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5299/index.html

この章の内容は、次のとおりです。

 • Easy VPN サーバ接続の作成

 • Easy VPN サーバ接続の編集

Easy VPN サーバ接続の作成
Cisco CP Easy VPN サーバ ウィザードを使用して、ルータ上で Easy VPN 
サーバ接続を作成します。

Easy VPN サーバ ウィザードを使用して Easy VPN サーバ接続を設定する
には、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。
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Easy VPN サーバ接続の作成
手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN サーバ ] を選択します。

手順 3 [Easy VPN サーバの作成 ] タブで、タスクのリンクをクリックして、表示
された推奨タスクをすべて完了します。Cisco CP によってタスクが自動的
に完了するか、または設定に必要な設定画面が表示されます。

手順 4 [Easy VPN サーバ ウィザードを起動 ] をクリックして、接続の設定を開始
します。

手順 5 ウィザード画面で設定を行います。[ 次へ ] をクリックすると、現在の画面
から次の画面に移動します。[ 戻る ] をクリックすると前の画面に戻りま
す。

手順 6 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 7 ルータに設定を送信した後に接続をテストする場合は、[ 設定後の接続テ
スト ] を選択します。[ 完了 ] をクリックすると、接続がテストされ、テス
ト結果が別の画面に表示されます。

手順 8 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「Easy VPN サーバの作成のリファレンス」で、Easy VPN サーバ接続の作
成に使用する設定画面について説明します。

Easy VPN サーバの作成のリファレンス

この章の各トピックでは、設定画面について説明します。

 • Easy VPN サーバの作成

 • Easy VPN サーバ ウィザードへようこそ

 • インターフェイスと認証

 • グループ許可およびグループ ポリシー検索

 • ユーザ認証（XAuth）

 • XAuth のユーザ アカウント

 • RADIUS サーバの追加

 • グループ許可：ユーザ グループ ポリシー
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 • 全般の情報

 • DNS/WINS 設定

 • スプリット トンネリング

 • クライアント設定

 • ブラウザ プロキシ設定の選択

 • ブラウザ プロキシ設定の追加または編集

 • ユーザ認証（XAuth）

 • クライアント アップデート

 • クライアント アップデート エントリの追加または編集

 • Cisco Tunneling Control Protocol

 • 要約

 • ブラウザ プロキシ設定

Easy VPN サーバの作成

このウィザードでは、このルータに Easy VPN サーバを設定できます。

フィールド リファレンス

表 14-1 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-1 Easy VPN サーバの作成のフィールド

項目 説明

Easy VPN サーバ ウィザードを起動 このボタンをクリックするとウィザード
が開始されます。

Easy VPN サーバ ウィザードへようこそ

このウィザードでは、次のタスクを実行して、このルータに Easy VPN 
サーバを正しく設定できます。

 • クライアント接続の終端となるインターフェイス、およびサーバと 
Easy VPN クライアントに使用する認証方式の選択

 • IKE ポリシーの設定
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 • IPSec トランスフォーム セットの設定

 • グループ許可およびグループ ポリシー検索方式の設定

 • ユーザ認証の設定

 • 外部 RADIUS サーバの設定

 • Easy VPN クライアントに接続するリモート ユーザのポリシーの設定

インターフェイスと認証

このウィンドウでは、Easy VPN サーバを設定するインターフェイスを選
択できます。

すでにサイト間 IPSec ポリシーで設定されているインターフェイスを選択
した場合、Cisco CP はインターフェイスにすでに IPSec ポリシーが存在す
ることを通知するメッセージを表示し、既存の IPSec ポリシーを使用して 
Easy VPN サーバを設定します。

選択したインターフェイスが Easy VPN リモート、GREoIPSec、または 
DMVPN インターフェイスの一部である場合、Cisco CP は、別のインター
フェイスを選択するように通知するメッセージを表示します。

フィールド リファレンス

表 14-2 に、この画面のフィールドの説明を示します。
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表 14-2 インターフェイスと認証のフィールド 

項目 説明

詳細 このボタンをクリックすると、選択したインターフェイスの
詳細を取得できます。詳細ウィンドウには、インターフェイ
スに関連付けられているすべてのアクセス ルール、IPSec ポ
リシー、NAT ルール、またはインスペクション ルールが表示
されます。

インターフェイスが選択されていない場合は、このボタンが
グレーで表示されます。

認証 次のいずれかを選択します。

[ 事前共有キー ] をクリックした場合は、一般的なセットアッ
プを行う [グループ ポリシーの追加 ] ウィンドウを設定すると
きに、キー値を入力する必要があります。

[ デジタル証明書 ] をクリックした場合は、一般的なセット
アップを行う [グループ ポリシーの追加 ] ウィンドウに事前共
有キーのフィールドが表示されません。

[ 両方 ] をクリックした場合は、一般的なセットアップを行う 
[ グループ ポリシーの追加 ] ウィンドウでキー値の入力が必須
となりません。

グループ許可およびグループ ポリシー検索

このウィンドウでは、グループ ポリシー検索の新しい AAA 許可ネット
ワーク方式リストを定義したり、既存のネットワーク方式リストを選択し
たりできます。

フィールド リファレンス

表 14-3 に、この画面のフィールドの説明を示します。
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表 14-3 グループ許可およびポリシー検索のフィールド 

項目 説明

ローカルのみ このオプションでは、ローカル データベースのみの方式リス
トを作成できます。

ローカル データベースの AAA 方式リストを定義すると、
ルータはグループ認証時にローカル データベースを検索しま
す。

RADIUS のみ このオプションでは、RADIUS データベースの方式リストを
作成できます。

RADIUS とローカル このオプションでは、RADIUS およびローカル データベース
の方式リストを作成できます。

RADIUS とローカル データベースの方式リストを定義する
と、ルータは、グループ認証時に、まず RADIUS サーバを、
次にローカル データベースを検索します。

既存の AAA 方式リストを選
択してください

このオプションでは、ルータ上でグループ認証に使用する既
存の AAA 方式リストを選択できます。

ユーザ認証（XAuth）
Easy VPN サーバにユーザ認証を設定できます。ユーザ認証の詳細は、
RADIUS サーバなどの外部サーバかローカル データベース、またはその両
方に保存できます。AAA ログイン認証方式リストは、ユーザ認証の詳細
を検索する順序の決定に使用されます。

フィールド リファレンス

表 14-4 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-4 ユーザ認証のフィールド 

項目 説明

ローカル ユーザ認証の詳細をローカル データベースに追加するには、
[ ローカル ] をクリックします。

RADIUS ユーザ認証の詳細を RADIUS サーバ上のデータベースに追加
する場合は、[RADIUS] をクリックします。
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XAuth のユーザ アカウント

IKE がデバイスを認証した後に認証するユーザのアカウントを追加しま
す。

フィールド リファレンス

表 14-5 に、この画面のフィールドの説明を示します。

RADIUS とローカル ユーザ認証の詳細を RADIUS およびローカル データベースの
両方に追加する場合は、[RADIUS とローカル ] をクリックし
ます。

既存の AAA 方式リストを選
択してください

ルータに設定されているすべての方式リストからリストを選
択するには、[ 既存の AAA 方式リストを選択してください ] を
クリックします。

選択した方式リストは、拡張認証に使用されます。

ユーザ クレデンシャルの追加 ユーザ アカウントを追加する場合は、[ ユーザ クレデンシャ
ルの追加 ] をクリックします。

要約 [RADIUS] を選択すると、[ 要約 ] ボックスが表示されます。こ
のボックスでは、RADIUS およびローカル データベースの使
用方法、および Easy VPN リモート ユーザにパスワードの期
限切れを通知できることが説明されます。

 • [ パスワードの期限切れをリモート ユーザに通知します。] 
― このオプションは、デフォルトで選択されています。
有効になっている場合は、パスワードの期限が切れたと
きに Easy VPN サーバからユーザに通知が送られ、新たな
パスワードの入力が要求されます。

表 14-4 ユーザ認証のフィールド （続き）

項目 説明
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表 14-5 XAuth のユーザ アカウントのフィールド 

項目 説明

ユーザ アカウント このボックスには、XAuth が認証するユーザ アカウントがリ
スト表示されます。アカウント名と権限レベルを表示できま
す。

追加

編集

これらのボタンを使用して、ユーザ アカウントを追加および
編集します。ユーザ アカウントの削除は、[ 追加タスク ] > 
[ ルータ アクセス ] の順にクリックすると表示される [ ユーザ 
アカウント / 表示 ] ウィンドウで行います。

注 既存の CLI ビューのユーザ アカウントをこのウィンド
ウから編集することはできません。ユーザ アカウント
を編集する必要がある場合は、[ 追加タスク ] > [ ルータ 
アクセス ] > [ ユーザ アカウント /CLI ビュー] の順に選
択します。

RADIUS サーバの追加

このウィンドウでは、新しい RADIUS サーバの追加、既存の RADIUS 
サーバに対する編集または ping の実行ができます。

フィールド リファレンス

表 14-6 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-6 RADIUS サーバの追加のフィールド 

項目 説明

追加 新しい RADIUS サーバを追加します。

編集 既存の RADIUS サーバ設定を編集します。

Ping 既存の RADIUS サーバ、または新しく設定された RADIUS 
サーバに対して ping を実行します。
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グループ許可：ユーザ グループ ポリシー

このウィンドウでは、ローカル データベースのユーザ グループ ポリシー
の追加、編集、複製、または削除ができます。

フィールド リファレンス

表 14-7 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-7 ユーザ グループ ポリシーのフィールド 

項目 説明

グループ ポリシー リスト エリア

選択 この Easy VPN サーバ接続を使用するグループの横にあるこ
のカラムのチェック ボックスを選択します。

グループ名 このユーザ グループの名前です。

プール IP アドレス プールの名前です。このグループから接続する
ユーザには、このプールから IP アドレスが割り当てられま
す。

DNS グループのドメイン ネーム システム（DNS）アドレスです。

この DNS アドレスは、このグループに接続するユーザに
「プッシュ」されます。

WINS グループの Windows Internet Naming Service（WINS）アドレ
スです。

この WINS アドレスは、このグループに接続するユーザに
「プッシュ」されます。

ドメイン名 グループのドメイン名です。

このドメイン名は、このグループに接続するユーザに「プッ
シュ」されます。

スプリット ACL スプリット トンネリングの目的で保護されるサブネットを示
すアクセス コントロール リスト（ACL）です。
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全般の情報

このウィンドウでは、グループ ポリシーの設定、編集、および複製がで
きます。

フィールド リファレンス

表 14-8 に、この画面のフィールドの説明を示します。

アイドル タイマの設定

アイドル タイマ [ アイドル タイマの設定 ] チェック ボックスを選択し、VPN ト
ンネルが切断されるまでアイドル状態を維持できる 長時間
の値を入力します。左のフィールドには時、中央のフィール
ドには分、右のフィールドには秒を入力します。許可されて
いる 短時間は 1 分です。

アイドル状態の VPN トンネルを切断すると、未使用のリソー
スが回収されて、Easy VPN サーバが、より効率的に実行され
るようになります。

表 14-7 ユーザ グループ ポリシーのフィールド （続き）

項目 説明

表 14-8 全般の情報のフィールド 

項目 説明

このグループの名前を入力し
てください

表示されているフィールドにグループ名を入力します。その
グループ ポリシーが編集中である場合、このフィールドは無
効になっています。グループ ポリシーを複製中である場合
は、このフィールドに新しい値を入力する必要があります。

事前共有キー 表示されているフィールドに事前共有キーを入力します。

[ 現在のキー ] フィールドは変更できません。

注 グループ認証にデジタル証明書を使用している場合
は、事前共有キーを入力する必要はありません。ユー
ザ認証にもデジタル証明書が使用されます。
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DNS/WINS 設定

このウィンドウでは、ドメイン ネーム サービス（DNS）および Windows 
Internet Naming Service（WINS）の情報を指定できます。

フィールド リファレンス

表 14-9 に、この画面のフィールドの説明を示します。

プール情報 IP アドレスをクライアントに割り当てるときに使用される IP 
アドレスのローカル プールを指定します。

[ 新しいプールの作成 ] ― [IP アドレス範囲 ] フィールドに、
ローカル IP アドレス プールの IP アドレスの範囲を入力しま
す。

[既存のプールから選択] ― 既存の IP アドレスのプールから IP 
アドレスの範囲を選択します。

注 定義済みの IP アドレス プールがない場合、この
フィールドは編集できません。

サブネット マスク（オプショ
ン）

送信するサブネット マスクと、このグループのクライアント
に割り当てられた IP アドレスを入力します。

大接続許可数 このグループから Easy VPN サーバへのクライアント接続の
大数を指定します。Cisco CP は、グループごとに 大 5,000 

の接続をサポートします。

表 14-8 全般の情報のフィールド （続き）

項目 説明
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表 14-9 DNS/WINS 設定のフィールド 

項目 説明

DNS 表示されているフィールドに、プライマリおよびセカンダリ 
DNS サーバの IP アドレスを入力します。セカンダリ DNS 
サーバ アドレスの入力はオプションです。

WINS 表示されているフィールドに、プライマリおよびセカンダリ 
WINS サーバの IP アドレスを入力します。セカンダリ WINS 
サーバ アドレスの入力はオプションです。

ドメイン名 Easy VPN クライアントにプッシュするドメイン名を指定しま
す。

スプリット トンネリング

このウィンドウでは、追加するユーザ グループのスプリット トンネリン
グを有効にできます。

スプリット トンネリングとは、中央サイトへの安全なトンネルと、イン
ターネットへのクリア テキスト トンネルを同時に確立できる機能です。
たとえば、クライアントから発信されるトラフィックはすべて VPN トン
ネル経由で宛先サブネットに送信されます。

また、スプリット トンネリングで保護されるサブネットを示す ACL のグ
ループも指定できます。

フィールド リファレンス

表 14-10 に、この画面のフィールドの説明を示します。
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表 14-10 スプリット トンネリングのフィールド 

項目 説明

スプリット トンネリングの有
効化

このボックスでは、スプリット トンネリングで保護されるサ
ブネットおよび ACL を追加できます。

 • [保護されるサブネットの入力 ] ― パケットが VPN クライ
アントからトンネルされるサブネットを追加または削除
します。

 • [ スプリット トンネリングの ACL の選択 ] ― スプリット 
トンネリングに使用する ACL を選択します。

スプリット DNS ネットワークの DNS サーバで解決するインターネットのドメ
イン名を入力してください。これには、次の制限が課されま
す。

 • 許可されるエントリは 大 10 件です。

 • エントリはカンマで区切る必要があります。

 • エントリのリストでは、どこにもスペースを使用しない
でください。

 • 重複するエントリや形式が無効なエントリは受け入れら
れません。

注 この機能が表示されるのは、使用する Cisco サーバの 
IOS リリースによってサポートされる場合だけです。

クライアント設定

このウィンドウでは、セキュリティ ポリシーの属性を追加で設定できま
す。たとえば、バックアップ サーバ、ファイアウォールの Are-U-There、
ローカル LAN を含むなどの属性を追加または削除できます。

注 次の機能の一部は、使用する Cisco サーバの IOS リリースによってサポー
トされる場合しか表示されません。
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フィールド リファレンス

表 14-11 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-11 クライアント設定のフィールド 

項目 説明

バックアップ サーバ Easy VPN サーバのバックアップとして 大 10 のサーバを IP 
アドレスまたはホスト名で指定できます。このリストを並べ
替えて、Easy VPN サーバへのプライマリ接続が失敗した場合
にルータが 初に接続するサーバを指定することができます。

 • [ 追加 ] ― プライマリ接続が失敗したときにルータが接続
する Easy VPN サーバの名前または IP アドレスを指定す
る場合は、[ 追加 ] をクリックします。表示されたウィン
ドウに、アドレスまたはホスト名を入力します。

 • [ 削除 ] ― 指定した IP アドレスまたはホスト名を削除する
場合は、[ 削除 ] をクリックします。

コンフィギュレーション プッ
シュ

URL とバージョン番号を使用して、Easy VPN クライアント
のコンフィギュレーション ファイルを指定できます。Easy 
VPN サーバが、その URL とバージョン番号を、その情報を
要求する Easy VPN ハードウェア クライアントに送信します。
このウィンドウで入力する URL とバージョン番号を要求でき
るのは、設定しているグループ ポリシーに属する Easy VPN 
ハードウェア クライアントだけです。

[URL] フィールドには、コンフィギュレーション ファイルの 
URL を入力します。入力する URL は、適切なプロトコルで
始まっている必要があり、ユーザ名とパスワードを入れるこ
とができます。次に示すのは、sdm.exe というアップグレー
ド ファイルをダウンロードする場合の URL の例です。

 • http://username:password@www.cisco.com/go/vpn/sdm.exe

 • https://username:password@www.cisco.com/go/vpn/sdm.exe

 • ftp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/sdm.exe

 • tftp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/sdm.exe

 • scp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/sdm.exe

 • rcp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/sdm.exe
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コンフィギュレーション プッ
シュ

 • cns:

 • xmodem:

 • ymodem:

 • null:

 •  flash:sdm.exe

 •  nvram:sdm.exe 

 • usbtoken[0-9]:sdm.exe

USB トークンのポート番号の範囲は 0 ～ 9 です。たとえ
ば、USB ポート 0 に接続する USB トークンの場合、その 
URL は usbtoken0:sdm.exe となります。

 •  usbflash[0-9]:sdm.exe

USB フラッシュのポート番号の範囲は 0 ～ 9 です。たと
えば、USB ポート 0 に接続する USB フラッシュの場合、
その URL は usbflash0:sdm.exe となります。

 •  disk[0-1]:sdm.exe

ディスク番号は 0 か 1 です。たとえば、ディスク番号 0 の
場合、その URL は disk0:sdm.exe となります。

 • archive:sdm.exe

 • tar:sdm.exe

 • system:sdm.exe

上記の例の username はサイトのユーザ名、password はサイト
のパスワードです。

[ バージョン ] フィールドには、ファイルのバージョン番号を
入力します。バージョン番号は、1 ～ 32,767 の範囲内にする
必要があります。

表 14-11 クライアント設定のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN サーバ接続の作成
ブラウザ プロキシ設定の選択

ドロップダウン リストから、グループに関連付けるブラウザ プロキシ設
定を選択します。

ブラウザ プロキシ Easy VPN ソフトウェア クライアントのブラウザ プロキシ設
定を指定できます。Easy VPN サーバが、そのブラウザ プロ
キシ設定を、その情報を要求する Easy VPN ソフトウェア ク
ライアントに送信します。このウィンドウで入力するブラウ
ザ プロキシ設定を要求できるのは、設定しているグループ ポ
リシーに属する Easy VPN ソフトウェア クライアントだけで
す。

ブラウザ プロキシ設定の保存名を入力して、ドロップダウン 
メニューから、次のいずれかを選択します。

 • 既存の設定を選択 ...

既存のブラウザ プロキシ設定が一覧表示されたウィンド
ウが開きます。

 • 新しい設定を作成して選択 ...

新しいブラウザ プロキシ設定を作成できるウィンドウが
開きます。

 • なし

グループに割り当てられたブラウザ プロキシ設定がクリ
アされます。

ファイアウォールの 
Are-U-There

Black Ice または Zone Alarm のパーソナル ファイアウォールが
稼働しているクライアントにのみ VPN 接続を許可することが
できます。

ローカル LAN を含む スプリット トンネリングでない接続が、クライアントと同時
にローカル サブネットワークにアクセスできるようにするこ
とができます。

Perfect Forward Secrecy（PFS） 使用している IPSec セキュリティ アソシエーションに PFS が
必要な場合は、これを有効にします。

表 14-11 クライアント設定のフィールド （続き）

項目 説明
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フィールド リファレンス

表 14-12 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-12 ブラウザ プロキシ設定の選択

項目 説明

プロキシ設定 グループに関連付ける設定を選択します。

ブラウザ プロキシ設定の追加または編集

このウィンドウでは、ブラウザ プロキシ設定の追加または編集ができま
す。

フィールド リファレンス

表 14-13 に、この画面のフィールドの説明を示します。
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表 14-13 ブラウザ プロキシ設定のフィールド 

項目 説明

ブラウザ プロキシ設定名 ブラウザ プロキシ設定を追加する場合は名前を入力します。
ここで入力した名前が、ブラウザ プロキシ設定を一覧表示す
るドロップダウン メニューに表示されます。ブラウザ プロキ
シ設定を編集する場合、この名前フィールドは読み取り専用
です。

プロキシ設定 次のいずれかを選択します。

 • プロキシ サーバを使用しない

このグループのクライアントが VPN トンネルを使用して
いる場合には、プロキシ サーバを使用させません。

 • 設定を自動的に検出する

このグループのクライアントが VPN トンネルを使用して
いる場合には、プロキシ サーバを自動的に検出させます。

 • プロキシを手動で設定する

このグループのクライアントでは、プロキシ サーバを手
動で設定します。このオプションを選択する場合、この
ヘルプ トピックのプロキシ サーバを手動で設定する手順
を実行します。

プロキシ サーバの手動設定

[ プロキシを手動で設定する ] を選択した場合は、次の手順に従ってプロキ
シ サーバを手動で設定します。

手順 1 [ サーバの IP アドレス ] フィールドに、プロキシ サーバの IP アドレスを入
力します。

手順 2 [ ポート ] フィールドに、プロキシ サーバがプロキシ要求を受信する際に使
用するポート番号を入力します。

手順 3 プロキシ サーバをクライアントが使用しない IP アドレスのリストを入力
します。

アドレスはカンマで区切って入力し、スペースは入力しないでください。
14-18
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 14 章     Easy VPN サーバ

Easy VPN サーバ接続の作成  
手順 4 ローカル（LAN）アドレスに対して、クライアントがプロキシ サーバを
使用しないようにする場合は、[ ローカル アドレスのプロキシ サーバをバ
イパスする ] チェック ボックスを選択します。

手順 5 [OK] をクリックして、ブラウザ プロキシ設定を保存します。

ユーザ認証（XAuth）
ここでは、グループ ロックやパスワードの保存属性などのユーザ認証の
属性を追加で設定できます。

フィールド リファレンス

表 14-14 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-14 ユーザ認証（XAuth）のフィールド 

項目 説明

XAuth バナー XAuth 要求時にユーザに表示するバナーのテキストを入力し
てください。

注 この機能が表示されるのは、使用する Cisco サーバの 
IOS リリースによってサポートされる場合だけです。

ユーザあたりの 大許容ログ
イン数

ユーザが一度に確立できる接続の 大数を指定します。Cisco 
CP は、ユーザごとの 大ログイン数を 10 までサポートしま
す。

グループ ロック 指定したユーザ グループのみから Easy VPN サーバに接続す
るようにクライアントを制限できます。

パスワードの保存 拡張認証ユーザ名およびパスワードを Easy VPN クライアン
トにローカルに保存できます。
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クライアント アップデート

このウィンドウでは、クライアントのソフトウェアまたはファームウェア
のアップデートに関する通知を設定でき、既存のクライアント アップ
デート エントリが表示されます。既存のクライアント アップデート エン
トリを選択して、編集または削除できます。

新規または編集されたクライアント アップデート設定が保存されたら、
サーバに接続するクライアントに対して、通知が自動的に送信されます。
すでに接続されているクライアントでは、手動通知が必要です。入手可能
なアップデートに関する IKE 通知を手動で送信するには、[ グループ ポリ
シー] ウィンドウでグループ ポリシーを選択して [ アップデートの送信 ] ボ
タンをクリックします。クライアント アップデートの条件を満たしたグ
ループ クライアントに通知が送信されます。

注 [ クライアント アップデート ] ウィンドウが有効なのは、使用する Cisco 
サーバの IOS リリースによってサポートされる場合だけです。

フィールド リファレンス

表 14-15 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-15 クライアント アップデートのフィールド 

項目 説明

クライアントのタイプ リビジョンの対象となるクライアントのタイプが表示されま
す。

バージョン どのリビジョンが有効かが表示されます。

URL カラム リビジョンの場所が表示されます。

追加ボタン 新しいクライアント アップデート エントリを設定する場合に
クリックします。

編集ボタン 指定したクライアント アップデート エントリを編集する場合
にクリックします。

削除ボタン 指定したクライアント アップデート エントリを削除する場合
にクリックします。
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クライアント アップデート エントリの追加または編集

このウィンドウでは、新しいクライアント アップデート エントリを設定
できます。

フィールド リファレンス

表 14-16 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-16 クライアント アップデート エントリの追加または編集のフィールド 

項目 説明

クライアントのタイプ クライアントのタイプを入力するか、ドロップダウン メニューか
ら選択します。クライアントのタイプ名は大文字と小文字を区別し
ます。

ソフトウェア クライアントの場合、クライアントのタイプは通常、
Windows などのオペレーティング システムです。ハードウェア ク
ライアントの場合、クライアントのタイプは通常、vpn3002 などの
モデル番号です。

クライアント アップデート エントリを編集する場合、クライアン
トのタイプは読み取り専用です。

URL ソフトウェアまたはファームウェアの 新リビジョンにアクセスす
る URL を入力します。入力する URL は、適切なプロトコルで始
まっている必要があり、ユーザ名とパスワードを入れることができ
ます。

次に示すのは、vpnclient-4-6.exe というアップグレード ファイルを
ダウンロードする場合の URL の例です。

 • http://username:password@www.cisco.com/go/vpn/vpnclient-4.6.exe

 • https://username:password@www.cisco.com/go/vpn/vpnclient-4.6.exe

 • ftp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/vpnclient-4.6.exe

 • tftp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/vpnclient-4.6.exe

 • scp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/vpnclient-4.6.exe

 • rcp://username:password@www.cisco.com/go/vpn/vpnclient-4.6.exe
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 • cns:

 • xmodem:

 • ymodem:

 • null:

 •  flash:vpnclient-4.6.exe

 •  nvram:vpnclient-4.6.exe 

 •  usbtoken[0-9]:vpnclient-4.6.exe

USB トークンのポート番号の範囲は 0 ～ 9 です。たとえば、
USB ポート 0 に接続する USB トークンの場合、その URL は 
usbtoken0:vpnclient-4.6.exe となります。

 •  usbflash[0-9]:vpnclient-4.6.exe

USB フラッシュのポート番号の範囲は 0 ～ 9 です。たとえば、
USB ポート 0 に接続する USB フラッシュの場合、その URL は 
usbflash0:vpnclient-4.6.exe となります。

 •  disk[0-1]:vpnclient-4.6.exe

ディスク番号は 0 か 1 です。たとえば、ディスク番号 0 の場合、
その URL は disk0:vpnclient-4.6.exe となります。

 • archive:vpnclient-4.6.exe

 • tar:vpnclient-4.6.exe

 • system:vpnclient-4.6.exe

上記の例の username はサイトのユーザ名、password はサイトのパ
スワードです。

バージョン 新アップデートのリビジョン番号を入力します。カンマで区切れ
ば複数のリビジョン番号を入力できます（例：4.3,4.4,4.5）。スペー
スは使用しないでください。

表 14-16 クライアント アップデート エントリの追加または編集のフィールド （続き）

項目 説明
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Cisco Tunneling Control Protocol

Cisco Tunneling Control Protocol（cTCP）を使用することで、VPN クライ
アントは標準 ESP プロトコル（ポート 50）または IKE プロトコル（UDP 
ポート 500）が許可されていない環境で動作できます。さまざまな理由に
より、ファイアウォールが ESP または IKE トラフィックを許可せず、
VPN 通信をブロックすることがあります。cTCP は、ESP または IKE トラ
フィックを TCP ヘッダーにカプセル化してファイアウォールから見えな
いようにすることによって、この問題を解決します。

フィールド リファレンス

表 14-17 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-17  Cisco Tunneling Control Protocol 

項目 説明

cTCP の有効化 Easy VPN サーバでこのプロトコルを有効にするには、[cTCP 
の有効化 ] を選択します。

ポート番号の指定 Easy VPN サーバがクライアントからの cTCP 要求をリッスン
する必要のあるポート番号を指定します。 大 10 個のポート
番号を追加できます。各エントリはカンマを使用して区切り
ます。たとえば、3 つのポート エントリは次のように指定し
ます。1000,3000,4000

要約

このウィンドウには、作成した Easy VPN サーバ設定が表示されます。こ
の設定は保存できます。このウィンドウで設定を確認し、必要な場合は、
[ 戻る ] ボタンをクリックして任意の項目を変更できます。

[ 完了 ] ボタンをクリックすると、ルータの実行コンフィギュレーションに
情報が書き込まれます。トンネルが自動モードで機能するように設定され
ている場合、さらにルータは VPN コンセントレータまたはサーバに接続
しようとします。

後で Easy VPN サーバ設定を変更する場合は、[Easy VPN サーバの編集 ] パ
ネルで変更できます。

この設定をルータの実行コンフィギュレーションに保存してウィザードを
終了するには、[ 完了 ] をクリックします。変更はすぐに有効になります。
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表 14-18 要約のボタン

項目 説明

設定後の VPN 接続テスト 設定した VPN 接続をテストする場合にクリックします。テス
トの結果は別のウィンドウに表示されます。

ブラウザ プロキシ設定

このウィンドウにはブラウザ プロキシ設定が一覧表示され、それぞれど
のように設定されているかが示されます。ブラウザ プロキシ設定の追加、
編集または削除ができます。グループ ポリシーの設定を使用して、ブラ
ウザ プロキシ設定をクライアント グループに関連付けます。

フィールド リファレンス

表 14-19 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-19 ブラウザ プロキシ設定のフィールド 

項目 説明

名前 ブラウザ プロキシ設定の名前です。

設定 次のいずれかが表示されます。

 • プロキシ サーバを使用しない

VPN トンネル経由で接続するクライアントでは、プロキ
シ サーバを使用できません。

 • 設定を自動的に検出する

クライアントがプロキシ サーバを自動的に検出しようと
します。

 • プロキシを手動で設定する

設定は手動で設定します。

サーバの詳細 使用されているプロキシ サーバの IP アドレスとポート番号が
表示されます。

ローカル アドレスのバイパス これが設定されていると、ローカル（LAN）アドレスに対し
て、クライアントがプロキシ サーバを使用しないようになり
ます。
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Easy VPN サーバ接続の編集
Easy VPN サーバ接続を編集するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[Easy VPN サーバ ] をクリックします。

手順 3 [Easy VPN サーバの編集 ] をクリックします。

手順 4 編集する VPN サーバ接続を選択します。

手順 5 [ 編集 ] をクリックします。次に、表示されたダイアログで設定を変更しま
す。

手順 6 [OK] をクリックしてダイアログを閉じ、変更をルータに送信します。

手順 7 [設定の編集] 画面で [コマンドをルータに配信する前にプレビューする] を
選択した場合は、送信する Cisco IOS CLI コマンドが表示されます。ルー
タに設定を送信する場合は [ 配信 ] を、この設定を破棄する場合は [ キャン
セル ] をクリックします。

「Easy VPN サーバの編集のリファレンス」で、設定画面を説明します。

例外リスト プロキシ サーバをクライアントが使用しない IP アドレスのリ
ストです。

追加ボタン 新しいブラウザ プロキシ設定を設定します。

編集ボタン 指定したブラウザ プロキシ設定を編集します。

削除ボタン 指定したブラウザ プロキシ設定を削除します。ブラウザ プロ
キシ設定は、1 つまたは複数のグループ ポリシーに関連付け
られていると、その関連付けを削除してからでないと削除で
きません。

表 14-19 ブラウザ プロキシ設定のフィールド （続き）

項目 説明
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Easy VPN サーバの編集のリファレンス

このセクションの各トピックでは、Easy VPN サーバの編集画面について
説明します。

 • Easy VPN サーバの編集

 • Easy VPN サーバ接続の追加 / 編集

 • アクセスの制限

 • グループ ポリシーの設定

 • IP プール

 • IP ローカル プールの追加 / 編集

 • IP アドレス範囲の追加

Easy VPN サーバの編集

このウィンドウでは Easy VPN サーバ接続を表示および管理できます。

フィールド リファレンス

表 14-20 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-20 Easy VPN サーバの編集のフィールド 

項目 説明

追加 新しい Easy VPN サーバを追加する場合は [ 追加 ] をクリック
します。

編集 既存の Easy VPN サーバ設定を編集する場合は、[ 編集 ] をク
リックします。

削除 指定した設定を削除する場合は、[ 削除 ] をクリックします。

名前 この接続に関連付けられている IPSec ポリシーの名前です。

インターフェイス この接続で使用されているインターフェイスの名前です。

グループ許可 グループ ポリシー検索に使用する方式リストの名前です。

ユーザ認証カラム ユーザ認証検索に使用する方式リストの名前です。
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Easy VPN サーバ接続の追加 / 編集

このウィンドウでは、Easy VPN サーバ接続を追加または編集できます。

フィールド リファレンス

表 14-21 に、この画面のフィールドの説明を示します。

モード設定 次のいずれかが表示されます。

 • 開始

ルータは、Easy VPN リモート クライアントとの接続を開
始するように設定されています。

 • 応答

ルータは、Easy VPN リモート クライアントからの要求を
待って接続を確立するように設定されています。

VPN サーバのテスト ボタン 選択した VPN トンネルをテストする場合にクリックします。
テストの結果は別のウィンドウに表示されます。

アクセスの制限ボタン このボタンをクリックすると、指定した Easy VPN サーバ接
続へのグループ アクセスが制限されます。

このボタンが有効になるのは、次の条件が両方とも満たされ
た場合だけです。

 • ユーザ認証用にローカル データベースを使用している 
Easy VPN サーバ接続が複数ある。

 • 設定されているローカル グループ ポリシーが 1 つ以上あ
る。

表 14-20 Easy VPN サーバの編集のフィールド （続き）

項目 説明
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表 14-21 Easy VPN サーバ接続のフィールド 

項目 説明

インターフェイスの選択 接続の追加中は、使用するインターフェイスをこのリストか
ら選択します。接続を編集中は、このリストは無効になりま
す。

IPSec ポリシーの選択 接続の追加中は、使用する IPSec ポリシーをこのリストから
選択します。接続を編集中は、このリストは無効になります。

グループ ポリシー検索の方式
リスト

グループ ポリシー検索に使用する方式リストをこのリストか
ら選択します。方式リストは、Cisco CP タスクバーの [ 追加タ
スク ] をクリックし、次に AAA ノードをクリックする方法で
設定します。

ユーザ認証の有効化 ユーザに認証を受けさせる場合は、このチェック ボックスを
選択します。

ユーザ認証の方式リスト ユーザ認証に使用する方式リストをこのリストから選択しま
す。方式リストは、Cisco CP タスクバーの [ 追加タスク ] をク
リックし、次に AAA ノードをクリックする方法で設定しま
す。

モード設定 ルータと Easy VPN リモート クライアントとの接続を開始す
る場合は、[ 開始 ] を選択します。

Easy VPN リモート クライアントからの要求を待ってルータ
の接続を確立する場合は、[ 応答 ] を選択します。

アクセスの制限

このウィンドウでは、どのグループ ポリシーが Easy VPN 接続の使用を許
可されるか指定できます。

フィールド リファレンス

表 14-22 に、この画面のフィールドの説明を示します。
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表 14-22 アクセスの制限のフィールド 

項目 説明

アクセスの制限 この Easy VPN 接続に対するアクセス制限を有効にするには、
[ アクセスの制限 ] をクリックします。

チェック ボックス Easy VPN サーバ接続へのグループ アクセスを許可するには、
そのチェック ボックスを選択します。Easy VPN サーバ接続
へのグループ アクセスを拒否するには、そのチェック ボック
スの選択を解除します。

グループ ポリシーの設定

このウィンドウでは、グループ ポリシーの表示、追加および複製と、編
集または削除するポリシーの選択ができます。グループ ポリシーは、
Easy VPN リモート クライアントのリソースの識別に使用されます。

フィールド リファレンス

表 14-23 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-23 グループ ポリシーの設定のフィールド 

項目 説明

共有プール 既存のプールを、使用するすべてのグループ ポリシーの共有
プールとして指定する場合は、[ 共有プール ] をクリックしま
す。ローカル プールが設定されていない場合、このボタンは
無効になります。プールは、[ 追加タスク ] > [ ローカル プー
ル ] をクリックして設定できます。Easy VPN サーバ接続の設
定中に設定することもできます。

追加

編集

複製

削除

これらのボタンを使用して、ルータのグループ ポリシーを管
理します。[ 複製 ] をクリックすると、グループ ポリシーの編
集タブが表示されます。
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アップデートの送信 選択したグループのアクティブなクライアントに、ソフト
ウェアまたはファームウェアのアップデートに関する IKE 通
知を送信する場合にクリックします。このボタンが無効の場
合、選択したグループには、クライアント アップデートが設
定されていません。

選択したグループにクライアント アップデート通知を設定す
るには、[ 編集 ] ボタンをクリックして [ クライアント アップ
デート ] タブをクリックします。

グループ名 グループ ポリシーの名前です。

プール このグループのクライアントで使用される IP アドレス プール
です。

DNS このグループのクライアントで使用される DNS サーバです。

WINS このグループのクライアントで使用される WINS サーバです。

ドメイン名 このグループのクライアントで使用されるドメイン名です。

ACL このグループでスプリット トンネリングが指定されている場
合、このカラムには、暗号化するトラフィックを定義する 
ACL の名前が含まれている可能性があります。

詳細ウィンドウ [ 詳細 ] ウィンドウは、選択したグループ ポリシーのフィー
チャ セットおよびその値のリストです。フィーチャ セットが
表示されるのは、使用する Cisco ルータの IOS リリースに
よってサポートされる場合だけであり、その設定は選択した
グループにしか適用されません。リストに表示されることの
あるフィーチャ セットは次のとおりです。

 • [ 認証 ] ― 事前共有キーが設定されている場合は事前共有
キー、設定されていない場合はデジタル証明書が、値に
示されます。

 • [ 大接続許可数 ] ― 許可される同時接続の 大数を示し
ます。Cisco CP は、グループごとに 大 5,000 の接続をサ
ポートします。

 • [ アクセスの制限 ] ― 指定したグループが制限されている
外部インターフェイスが表示されます。

表 14-23 グループ ポリシーの設定のフィールド （続き）

項目 説明
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IP プール

このウィンドウには、ルータに設定されているグループ ポリシーで使用
可能な IP アドレス プールがリストされます。作業している Cisco CP のエ
リアに応じて、[ 追加 ] ボタン、[ 編集 ] ボタン、および [ 削除 ] ボタンを使用
することができます。ウィンドウ名は作業している Cisco CP のエリアに
よって異なります。これらのボタンを使用してルータのローカル IP プー
ルを管理できます。

 • [ バックアップ サーバ ] ― 設定されているバックアップ 
サーバの IP アドレスが表示されます。

 • [ ファイアウォールの Are-U-There] ― Black Ice または 
Zone Alarm のファイアウォールを実行するデバイスへの
接続が制限されます。

 • [ローカル LAN を含む] ― スプリット トンネリングを使用
していない接続が、クライアントと同時にローカル スタ
ブ ネットワークにアクセスできるようになります。

 • [PFS]（perfect forward secrecy; 完全転送秘密） ― IPSec に
は PFS が必須です。

 • [ コンフィギュレーション プッシュ ]、[URL]、および 
[ バージョン ] ― サーバは、指定された URL から、指定さ
れたバージョン番号のコンフィギュレーション ファイル
をクライアントに送信します。

 • [ グループ ロック ] ― クライアントは、指定のグループに
制限されます。

 • [パスワードの保存] ― Xauth クレデンシャルをクライアン
トに保存できます。

 • [ 大ログイン数 ] ― 同時に確立できる接続の 大数。
Cisco CP は、ユーザごとの 大同時ログイン数を 10 まで
サポートします。

 • [XAuth バナー ] ― XAuth 要求中にクライアントに表示さ
れるテキスト メッセージです。

表 14-23 グループ ポリシーの設定のフィールド （続き）

項目 説明
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フィールド リファレンス

表 14-24 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-24 IP プールのフィールド 

項目 説明

プール名カラム IP アドレス プールの名前です。

IP アドレス範囲 選択したプールの IP アドレスの範囲です。2.2.2.0 ～ 2.2.2.254 
の範囲の 255 個のアドレスを提供します。

キャッシュ サイズ このプールのキャッシュのサイズです。

グループ名 ローカル プールが CLI を使用したグループ オプションで設定
されている場合、グループ名のカラムにはそのグループの名
前が表示されます。このカラムは Cisco CP のすべてのエリア
で表示されるわけではありません。

注 Cisco CP を使用したグループ オプションでローカル 
プールを設定することはできません。

IP ローカル プールの追加 / 編集

このウィンドウでは、IP アドレスのローカル プールを作成または編集で
きます。

フィールド リファレンス

表 14-25 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-25 IP ローカル プールの追加 / 編集のフィールド 

項目 説明

プール名 プールを作成している場合はプール名を入力します。プール
を編集中は、このフィールドは無効になります。
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IP アドレス範囲の追加

このウィンドウでは、既存のプールに IP アドレス範囲を追加できます。

フィールド リファレンス

表 14-26 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 14-26 IP アドレス範囲の追加のフィールド 

項目 説明

開始 IP アドレス 範囲内の 小の IP アドレスを入力します。たとえば、
10.10.10.1 から 10.10.10.254 の範囲を定義している場合、
10.10.10.1 を入力します。

終了 IP アドレス 範囲内の 大の IP アドレスを入力します。たとえば、
10.10.10.1 から 10.10.10.254 の範囲を定義している場合、
10.10.10.254 を入力します。

IP アドレス範囲 このエリアでは、プールの IP アドレス範囲を入力または編集
します。プールには、複数の IP アドレスの範囲を含めること
ができます。[ 追加 ] ボタン、[ 編集 ] ボタン、および [ 削除 ] ボ
タンを使用して、追加する範囲の作成、範囲の編集、IP アド
レスの削除を行います。

キャッシュ サイズ このフィールドではこのプールのキャッシュ サイズを入力ま
たは編集します。

表 14-25 IP ローカル プールの追加 / 編集のフィールド （続き）

項目 説明
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第 章15

Enhanced Easy VPN

次の各セクションで、Enhanced Easy VPN に関する Cisco Configuration 
Professional の設定画面について説明します。

インターフェイスと認証

このウィンドウでは、仮想テンプレート インターフェイスをアンナン
バードに設定するルータ インターフェイスと、認証に使用する方式を指
定します。
15-1
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15-1 インターフェイスと認証  表

項目 説明

インターフェイス IP アドレスを取得するには、仮想テンプレート インターフェ
イスをルータ インターフェイスに対してアンナンバードとす
る必要があります。

大限の柔軟性を確保するために、仮想テンプレート イン
ターフェイスは、ループバック アドレスに対してアンナン
バードにすることをお勧めします。これを実行するには、[ 新
しいアンナンバード ループバック インターフェイス ] をク
リックし、ループバック インターフェイスの IP アドレスおよ
びサブネット マスクを入力します。たとえば、127.0.0.1、
255.255.255.0 などのループバック IP アドレスおよびサブネッ
ト マスクを入力します。

別のインターフェイスに対して仮想テンプレート インター
フェイスをアンナンバードにするには、[ アンナンバード ] を
クリックして、インターフェイスを選択します。選択するイ
ンターフェイスは、ルータ上でトンネルを終端するものであ
ることが必要です。選択するインターフェイスの IP アドレ
ス、認証、ポリシーなどの情報を確認するには、[ 詳細 ] をク
リックします。

認証 Easy VPN クライアントがルータに設定された Easy VPN サー
バに対して自身の認証に使用する方式を選択します。事前共
有キーを使用する場合は、そのキーを Easy VPN クライアン
トの管理者に通知する必要があります。デジタル証明書につ
いてはこの通知は必要ありませんが、各クライアントは、登
録を行ってデジタル証明書を取得する必要があります。

RADIUS サーバ

[RADIUS サーバ ] ウィンドウでは、ルータが認証とグループ ポリシー検索
に使用する RADIUS サーバ、および RADIUS サーバに設定されている 
VPN グループを指定します。
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表 15-2 RADIUS サーバのフィールド 

項目 説明

RADIUS クライアント ソース RADIUS のソースを設定すると、RADIUS サーバにバインド
されたパケットで送信されるように、送信元 IP アドレスを指
定できます。IP アドレスおよびインターフェイスに関するそ
の他の情報を確認するには、インターフェイスを選択して [ 詳
細 ] ボタンをクリックします。このオプションには、次のいず
れかの値を指定できます。

 • [ ルータが送信元を選択します ] ― RADIUS パケットの送
信元 IP アドレスを RADIUS パケットがルータから送り出
されるときに通過するインターフェイスのアドレスにす
るには、[ ルータが送信元を選択します ] を選択します。

 • [ インターフェイス名 ] ― 特定のルータ インターフェイス
を選択すると、RADIUS パケットの送信元 IP アドレスは、
そのインターフェイスのアドレスになります。

Cisco Access Control Server（ACS）バージョン 3.3 以降では、
ルータから送信される RADIUS パケットの送信元 IP アドレス
を NAD IP アドレスとして設定する必要があります。

注 Cisco IOS ソフトウェアを使用すると、単一 RADIUS 
ソースのインターフェイスはルータ上で設定できま
す。ルータには設定された RADIUS ソースがあるた
め、別のソースを選択する場合、RADIUS サーバに送
信されるパケットにある送信元 IP アドレスは、新し
いソースの IP アドレスに変わり、Cisco ACS で設定さ
れた NAD IP アドレスと一致しない場合があります。

RADIUS サーバ リスト

サーバ IP [ サーバ IP] カラムには、設定されている各サーバの IP アドレ
スが表示されます（192.168.108.14 など）。
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パラメータ [ パラメータ ] カラムには、各サーバの許可ポートおよびアカ
ウンティング ポートが表示されます。たとえば、カラムには 
RADIUS サーバの次のエントリが表示されます。

Authorization Port 1645; Accounting Port 1646

選択 [ 選択 ] カラムには、設定されているサーバごとにチェック 
ボックスが表示されます。使用するサーバの横にあるチェッ
ク ボックスを選択します。横のボックスが選択されていない 
RADIUS サーバには、ルータはアクセスしません。

追加 RADIUS サーバのエントリを作成するには、[ 追加 ] をクリッ
クします。

編集 サーバのエントリを選択して [ 編集 ] をクリックすると、ルー
タに設定されているそのサーバの情報を変更できます。

Ping  ルータと RADIUS サーバ間の接続をテストするには、サーバ
のエントリを選択して [Ping] をクリックします。

表 15-2 RADIUS サーバのフィールド （続き）

項目 説明
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グループ許可およびユーザ グループ ポリシー

独自の IP アドレス プール、クライアント アップデート設定、スプリット 
トンネリング設定などのカスタム設定を持つユーザ グループを作成でき
ます。これらのグループの属性は、そのグループが Easy VPN サーバに接
続したときに、グループ内のクライアントにダウンロードされます。正し
いグループ属性がダウンロードされるように、グループのメンバであるク
ライアント上に同じグループ名を設定する必要があります。

RADIUS サーバにある VPN グ
ループ

RADIUS サーバに設定されている VPN グループのうち、この
接続でアクセスを許可するグループを入力します。各エント
リはカンマを使用して区切ります。次にエントリの入力例を
示します。

WGP-1, WGP-2, ACCTG, CSVC

これらの名前は、RADIUS サーバに設定されているグループ
名と一致している必要があります。管理を容易にするために、
Easy VPN クライアントに設定するグループ名とも一致させる
必要があります。

PKI ベースのユーザごとのポ
リシーのダウンロード

モード設定時に Easy VPN サーバが RADIUS サーバからユー
ザ固有属性をダウンロードしてクライアントにプッシュする
ように設定するには、[PKI ベースのユーザごとのポリシーの
ダウンロード ] を選択します。Easy VPN サーバはクライアン
トのデジタル証明書からユーザ名を取得します。

このオプションは、次の場合に表示されます。

 • ルータが Cisco IOS 12.4(4)T 以降のイメージを実行してい
る場合。

 • IKE ポリシー設定でデジタル証明書認証を選択した場合。

 • RADIUS または RADIUS およびローカル グループ許可を
選択した場合。

表 15-2 RADIUS サーバのフィールド （続き）

項目 説明
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15-3 グループ許可およびユーザ グループ ポリシー  表

項目 説明

グループ ポリシー グループ ポリシーがすでに設定されている場合は、このウィ
ンドウにそれらのポリシーが一覧表示されます。グループ名
の左側にある [ 選択 ] チェック ボックスを選択すれば、この接
続に使用するポリシーを選択できます。

リストには、設定されている各グループのグループ名、IP ア
ドレス プール名、DNS サーバ名、WINS サーバ名、およびド
メイン名が表示されます。[ 追加 ] をクリックして新しいグ
ループを設定したり、[ 編集 ] をクリックして設定を変更した
りした場合は、その変更がこのリストに表示されます。既存
のグループの設定を基に新しいグループを設定するには、既
存のグループを選択して、[ 複製 ] をクリックします。[ 追加 ]、
[ 編集 ]、および [ 複製 ] ボタンをクリックすると、グループ設
定を指定できるダイアログが表示されます。

アイドル タイマの設定 アイドル状態のクライアントの接続を維持する時間を [アイド
ル タイマ ] フィールドに指定する場合は、[ アイドル タイマの
設定 ] を選択します。時間の値は HH:MM:SS の形式で入力し
ます。たとえば、3 時間 20 分 32 秒と指定するには、次のよう
にフィールドに値を入力します。

03:20:32

タイムアウト値は、この接続に設定されているすべてのグ
ループに適用されます。

Easy VPN サーバの追加または編集：全般タブ

このダイアログには、Easy VPN サーバ接続の全般的な情報を入力します。
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フィールド リファレンス

15-4 Easy VPN サーバの追加または編集：全般タブ  表

項目 説明

この接続の名前 この接続を識別するための名前を入力します。入力した名前
は、［Easy VPN サーバの編集］ウィンドウに表示されます。

仮想トンネル インターフェイ
スの IP アドレス

仮想トンネルの IP アドレスに関するフィールドの説明につい
ては、「インターフェイスと認証」を参照してください。

トンネル モード [トンネル モード] フィールドでは [IPSec-IPV4] を選択します。
[IPSec-IPV4] オプションを選択すると、IP バージョン 4 の 
IPSec トンネルを作成できます。

説明 ここには、ネットワーク管理者にとって、ネットワークの設
定変更やトラブルシューティングに役立つ情報を入力できま
す。

Easy VPN サーバの追加または編集：IKE タブ

Easy VPN サーバの追加に関するダイアログの [IKE] ダイアログでは、こ
の接続の IKE プロファイルを作成できます。

フィールド リファレンス
 
表 15-5 Easy VPN サーバ接続の追加 / 編集：IKE タブ 

項目 説明

ID タイプの一致 IKE プロファイルには、IKE 接続パラメータの適用先の送受
信接続をルータが識別できるようにするための、一致条件が
含まれています。ここで、一致条件を VPN グループに適用す
ることができます。グループは、[ID タイプの一致 ] フィール
ドで自動的に選択されます。
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この IKE プロファイルに関連
付ける VPN グループを追加し
ます。

一致条件に追加するグループのリストを作成します。追加し
たグループが表示されます。

 • [ 追加 ] ― 次のオプションを含むメニューを表示する場合
は、[ 追加 ] をクリックします。

 – [ 外部グループ名の追加 ] ― ルータに設定されていな
いグループの名前を追加する場合は、[ 外部グループ
名の追加 ] を選択して、表示されるダイアログにその
名前を入力します。

 – [ ローカル グループから選択 ] ― ルータに設定されて
いるグループの名前を追加する場合は、[ ローカル グ
ループから選択 ] を選択します。表示されるダイアロ
グで、追加するグループの横にあるチェック ボック
スを選択します。すべてのローカル グループが他の 
IKE プロファイルで使用されている場合は、すべての
グループがすでに選択されていることを示すメッセー
ジが表示されます。

 • [ 削除 ] ― リストからグループを削除するには、そのグ
ループを選択し、[ 削除 ] をクリックします。

モード設定 次のいずれかのオプションを選択して、Easy VPN サーバが
モード設定要求を処理する方法を指定します。

 • [応答 ] ― Easy VPN サーバを使用してモード設定要求に応
答する場合は、[ モード設定 ] フィールドの [ 応答 ] を選択
します。

 • [開始 ] ― Easy VPN サーバを使用してモード設定要求を開
始する場合は、[ 開始 ] を選択します。

 • [ 両方 ] ― モード設定要求の開始と応答の両方に、Easy 
VPN サーバを使用する場合は、[ 両方 ] を選択します。

表 15-5 Easy VPN サーバ接続の追加 / 編集：IKE タブ （続き）

項目 説明
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グループ ポリシー検索許可ポ
リシー

AAA サーバ上のグループ ポリシー情報へのアクセスを制御
する許可ポリシーを指定します。

 • [ デフォルト ] ― グループ ポリシー検索情報へのアクセス
を許可する場合は、[ デフォルト ] を選択します。

 • [ ポリシー名 ] ― ポリシーを指定する場合は、リストから
既存のポリシーを選択します。

 • [ 追加 ] ― 表示されたダイアログでポリシーを作成する場
合は、[ 追加 ] をクリックします。

ユーザ認証ポリシー XAuth ログインを許可する場合、または XAuth ログインに使
用するユーザ認証を指定する場合は、[ ユーザ認証ポリシー ] 
を選択します。次のいずれかのオプションを選択します。

 • [ デフォルト ] ― XAuth ログインを許可する場合は、[ デ
フォルト ] を選択します。

 • [ ポリシー名 ] ― ルータ上でポリシーが設定されている場
合は、リストから使用するポリシーを選択できます。

表示されたダイアログでポリシーを作成し、この IKE ポリ
シーで使用する場合は、[ 追加 ] をクリックします。

デッド ピア検出 ルータからデッド ピア検知（DPD）メッセージを Easy VPN 
リモート クライアントに送信できるようにするには、[ デッド 
ピア検出 ] をクリックします。クライアントが DPD メッセー
ジに応答しないと、そのクライアントとの接続は解除されま
す。

 • [ キープアライブ間隔 ] ― DPD メッセージの間隔を秒単位
で指定します。範囲は 10 ～ 3,600 秒です。

 • [ リトライ間隔 ] ― DPD メッセージの送信に失敗した場合
の再試行間隔を秒単位で指定します。範囲は 2 ～ 60 秒で
す。

デッド ピア検出では、管理者の介入なしに接続を管理できま
すが、接続を維持するために両方のピアで処理する必要があ
る追加のパケットが生成されます。

表 15-5 Easy VPN サーバ接続の追加 / 編集：IKE タブ （続き）

項目 説明
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Easy VPN サーバの追加または編集：IPSec タブ

このダイアログには、IPSec プロファイルを作成するための情報を入力し
ます。IPSec プロファイルは、使用するトランスフォーム セット、セキュ
リティ アソシエーション（SA）ライフタイムの特定方法などの情報を指
定します。

フィールド リファレンス

PKI 証明書フィールドに基づ
いて、RADIUS サーバから
ユーザ属性をダウンロードし
ます。

モード設定時に Easy VPN サーバが RADIUS サーバからユー
ザ固有属性をダウンロードし、クライアントに通知するよう
に設定するには、このオプションを選択します。Easy VPN 
サーバはクライアントのデジタル証明書からユーザ名を取得
します。

このオプションは、次の場合に表示されます。

 • ルータが Cisco IOS 12.4(4)T 以降のイメージを実行してい
る場合。

 • IKE ポリシー設定でデジタル証明書認証を選択した場合。

 • RADIUS または RADIUS およびローカル グループ許可を
選択した場合。

表 15-5 Easy VPN サーバ接続の追加 / 編集：IKE タブ （続き）

項目 説明

表 15-6 Easy VPN サーバの追加または編集：IPSec タブ 

項目 説明

トランスフォーム セット カラ
ム

ダイアログの上部にある 2 つのカラムを使用して、プロファ
イルに追加するトランスフォーム セットを指定します。左側
のカラムには、ルータに設定されているトランスフォーム 
セットが表示されます。設定されているトランスフォーム 
セットをプロファイルに追加するには、そのセットを選択し
て、[>>] ボタンをクリックします。左側のカラムにトランス
フォーム セットが表示されていない場合や、まだ作成されて
いないトランスフォーム セットが必要な場合は、[ 追加 ] をク
リックして、表示されるダイアログでトランスフォーム セッ
トを作成します。
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仮想トンネル インターフェイスの作成

このダイアログには、仮想トンネル インターフェイスの情報を入力しま
す。

時間ベースの IPSec SA ライフ
タイム

一定時間が経過したら新しい SA が確立されるようにする場
合は、[ 時間ベースの IPSec SA ライフタイム ] をクリックしま
す。右側の [HH:MM:SS] フィールドに時間を入力します。範
囲は 0:2:0（2 分）～ 24:0:0（24 時間）です。

トラフィック量ベースの 
IPSec SA ライフタイム

指定した量のトラフィックが IPSec トンネルを通過したら新
しい SA が確立されるようにする場合は、[ トラフィック量
ベースの IPSec SA ライフタイム ] をクリックします。既存の 
SA が解除されて新しい SA が確立するまでに、トンネルを通
過するトラフィックのキロバイト数（KB）を入力します。範
囲は 2,560 ～ 536,870,912KB です。

IPSec SA アイドル タイム 指定した期間ピアがアイドル状態だった場合に新しい SA が
確立されるようにする場合は、[IPSec SA アイドル タイム ] を
クリックします。右側の [HH:MM:SS] フィールドにアイドル
時間を入力します。範囲は 0:1:0（1 分）～ 24:0:0（24 時間）
です。

完全転送秘密 IPSec がこの仮想テンプレート インターフェイスに新しいセ
キュリティ アソシエーションを要求する際に PFS（perfect 
forward secrecy; 完全転送秘密）を求める必要がある場合、ま
たはピアから受信する要求に PFS が必要な場合は、[ 完全転送
秘密 ] をクリックします。指定できる値は次のとおりです。

 • グループ 1 ― PFS 要求の暗号化に、768 ビットの 
Diffie-Hellman プライム モジュラス グループが使用され
ます。

 • グループ 2 ― PFS 要求の暗号化に、1,024 ビットの 
Diffie-Hellman プライム モジュラス グループが使用され
ます。

 • グループ 5 ― PFS 要求の暗号化に、1,536 ビットの 
Diffie-Hellman プライム モジュラス グループが使用され
ます。

表 15-6 Easy VPN サーバの追加または編集：IPSec タブ （続き）

項目 説明
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フィールド リファレンス

15-7 仮想トンネル インターフェイスの作成  表

項目 説明

インターフェイス タイプ インターフェイスのタイプとして、[ デフォルト ] または [ トン
ネル ] を選択します。仮想トンネル インターフェイスを編集
する場合は、設定されている値が表示され、フィールドは読
み取り専用です。

インターフェイスの IP アドレ
スの設定

仮想トンネル インターフェイスの IP アドレスを別のインター
フェイスに対してアンナンバードにすることも、仮想トンネ
ル インターフェイスに IP アドレスを指定しないことも選択で
きます。[IP アンナンバード ] を選択して [ アンナンバード ] 
フィールドでインターフェイス名を選択するか、または [IP 
アドレスなし ] を選択します。

トンネル モード Cisco CP では、現在 IPSec-IPv4 トンネル モードがサポートさ
れているため、このモードが選択されます。

ゾーンの選択 このフィールドは、ゾーンポリシー ベース ファイアウォール
（ZPF）をサポートする Cisco IOS イメージがルータで実行さ
れていて、ルータにゾーンが設定されている場合に表示され
ます。この仮想トンネル インターフェイスをゾーン メンバに
する場合は、このフィールドの右側にあるボタンをクリック
します。[ ゾーンの選択 ] をクリックし、インターフェイスを
メンバにするゾーンを選択します。または、[ ゾーンの作成 ] 
をクリックして、このインターフェイスに新しいゾーンを作
成します。

注 仮想トンネル インターフェイスは必ずしもゾーンのメ
ンバである必要はありません。ただし、ルータは、
ゾーンのメンバであるインターフェイスとゾーンのメ
ンバでないインターフェイス間ではトラフィックを転
送しません。
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DMVPN

このヘルプ トピックでは、ダイナミック マルチポイント仮想プライベー
ト ネットワーク（DMVPN）の設定画面に関する情報を示します。

ダイナミック マルチポイント VPN
このウィザードでは、ルータをダイナミック マルチポイント VPN

（DMVPN）ハブまたは DMVPN スポークとして設定できます。一般的な 
VPN 接続は、2 つのルータを接続したポイントツーポイント IPSec トンネ
ルです。DMVPN では、GRE over IPSec トンネルを使用して、中央のハブ
にスポークと呼ばれる他のリモート ルータを接続したネットワークを構
築できます。IPSec トラフィックは、ハブを経由してネットワーク内のス
ポークにルーティングされます。Cisco CP では、ルータを、DMVPN ネッ
トワークのプライマリまたはセカンダリ DMVPN ハブ、またはスポーク 
ルータとして設定できます。

次のリンクには、DMVPN についての詳細な情報が含まれています（CCO 
ログイン ID が必要です）。

マルチポイント IPSec VPN

Cisco CP は、IPSec プロファイルを使用して暗号化を定義するハブ アンド 
スポーク DMVPN の設定をサポートしています。フル メッシュ DMVPN 
を設定し、CLI を使用して DMVPN で暗号マップを使用して暗号化を定義
できます。フル メッシュ DMVPN、および暗号マップを使用する DMVPN 
は、CLI を使用して管理および変更されます。Cisco CP では、IOS バー
ジョン 12.2(13)T 以降で DMVPN の設定がサポートされます。

Cisco CP では、ルータでの単一の DMVPN 設定をサポートしています。
16-1
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  ダイナミック マルチポイント VPN
この画面で、ルータを DMVPN ネットワークのハブまたはスポークとして
指定します。

ハブを 初に設定することが重要です。これは、スポークを設定するとき
に、ハブの情報を使用する必要があるためです。ハブを設定するときは、
[ 要約 ] ウィンドウの [ スポーク設定 ] 機能を使用して、スポーク管理者に送
信する手順を生成できます。スポーク管理者は、この手順を使用して正し
いハブ情報でスポークを設定できます。スポークを設定するときには、あ
らかじめ正しいハブ情報を入手しておく必要があります。

ダイナミック マルチポイント VPN のスポーク（クライアント）を作成する

ルータが DMVPN ネットワークのスポークである場合に選択します。ス
ポークは、ネットワーク内の論理的なエンドポイントです。設定を始める
前に、ハブに対して ping を実行して接続可能であることを確認し、ハブ
設定について必要な情報をすべて入手する必要があります。この情報につ
いては、「ダイナミック マルチポイント VPN（DMVPN）スポーク ウィ
ザード」を参照してください。

ダイナミック マルチポイント VPN のハブ（サーバまたはヘッドエンド）を作成する

ルータが DMVPN ネットワークのハブである場合に選択します。ハブは、
DMVPN ネットワーク内の論理的な中心であり、ポイントツーポイントの 
IPSec 接続を経由して各スポーク ルータと接続されます。ハブは、ネット
ワーク内のスポーク ルータ間で IPSec トラフィックをルーティングできま
す。

ダイナミック マルチポイント VPN（DMVPN）ハブ ウィ
ザード

このウィザードでは、ルータを DMVPN ハブとして設定できます。ハブの
設定は、スポークより先に行う必要があります。これは、スポーク ルー
タの設定に必要なハブ情報をスポーク管理者に提供できるようにするため
です。

アプリケーション ウィンドウに、設定する内容が表示されます。設定が
終わったら、ハブについての次の情報をスポーク管理者に提供する必要が
あります。

 • ハブ ルータの物理インターフェイスの IP アドレス。
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  ダイナミック マルチポイント VPN    
 • ハブの mGRE トンネル インターフェイスの IP アドレス。

 • ルーティングの更新を DMVPN に送信するために使用するダイナミッ
ク ルーティング プロトコル、および自律システム（AS）番号

（EIGRP の場合）またはプロセス ID（OSPF の場合）。

Cisco CP のスポーク設定機能を使用して、スポーク管理者が必要とするハ
ブ設定についての情報を含むテキスト ファイルを作成できます。この機
能は、このウィザードの [ 要約 ] ウィンドウから利用できます。

また、アドレスの重複が起きないように、使用可能なサブネットアドレス
をスポーク側の管理者に知らせ、ハブと同じサブネットに属する IP アド
レスを各スポークに割り当てる必要があります。

ハブのタイプ

DMVPN ネットワークは、1 台のハブだけで設定することも、プライマリ 
ハブとバックアップ ハブで設定することもできます。ここでは、ルータ
をどのタイプのハブとして設定するかを指定します。

プライマリ ハブ

ルータが DMVPN ネットワーク内のプライマリ ハブである場合に選択し
ます。

バックアップ ハブ

ルータが、フル メッシュ DMVPN ネットワークのバックアップ ハブであ
る場合に、このボタンを選択します。

事前共有キーの設定

DMVPN ピアは、事前共有キーまたはデジタル証明書を使用して相手から
の接続を認証するします。事前共有キーを使用する場合は、ネットワーク
内の各ハブ ルータおよびスポーク ルータが同じキーを使用する必要があ
ります。

事前共有キーは、暗号化された電子メール メッセージなどの安全で便利
な手段で、リモート サイトの管理者と交換する必要があります。事前共
有キーでは、疑問符（?）およびスペースを使用してはなりません。事前
共有キーの 大長は 128 文字です。
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事前共有キー

DMVPN ネットワークで使用する事前共有キーを入力します。事前共有
キーでは、疑問符（?）およびスペースを使用してはなりません。事前共
有キーの 大長は 128 文字です。

デジタル証明書

ルータが認証にデジタル証明書を使用する場合は、このボタンを選択しま
す。デジタル証明書は、[VPN コンポーネント ] > [PKI] の順に選択して設
定できます。

事前共有キーの確認

確認のため、キーを再入力します。このフィールドの値と [ 事前共有キー ] 
の値が一致しない場合は、再入力が求められます。

ハブの GRE トンネル インターフェイスの設定

マルチポイント ジェネリック ルーティング カプセル化（mGRE）を 
DMVPN ネットワークで使用すると、ハブの 1 つの GRE インターフェイス
で、各スポーク ルータへの IPSec トンネルをサポートできます。これに
よって DMVPN の設定が大幅に容易になります。GRE を使用すると、
IPSec 接続を経由してルーティングの更新を送信できます。

インターネットに接続するインターフェイスの選択

インターネットに接続するルータ インターフェイスを選択します。GRE 
トンネルはこのインターフェイスを起点とします。

ダイヤルアップ接続を使用するインターフェイスを選択すると、その接続
が常に稼働中になることがあります。ダイヤルアップ接続かどうかを判断
するには、[ インターフェイスと接続 ] で、サポートされているインター
フェイスについて確認します。一般に、ISDN や非同期シリアルなどのイ
ンターフェイスはダイヤルアップ接続用に設定されます。
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IP アドレス

mGRE インターフェイスの IP アドレスを入力します。これは、プライ
ベート アドレスで、ネットワーク内の他のルータの GRE インターフェイ
スと同じサブネット内になければなりません。たとえば、GRE インター
フェイスは、サブネット 10.10.6.0 を共有し、10.10.6.1 ～ 10.10.6.254 の範
囲の IP アドレスが指定されます。

サブネット マスク

GRE インターフェイスが属するサブネットのマスクを入力します。たと
えば、サブネット 10.10.6.0 のマスクは 255.255.255.0 になります。詳細に
ついては、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

詳細ボタン

Cisco CP で、詳細トンネル設定のデフォルト値が提供されます。ただし、
ハブ管理者は、トンネル設定を決定し、スポークでも同じ設定にできるよ
うにスポーク ルータの管理者に情報を提供する必要があります。

トンネル インターフェイスの詳細設定

このウィンドウを使用して、GRE トンネル パラメータを設定します。
Cisco CP でデフォルト値が提供されますが、ハブ管理者に正しい値を確認
してここに入力する必要があります。

デフォルト値は、このヘルプ トピックで提供されます。デフォルト値か
ら変更した後で元の設定に戻す必要がある場合は、このヘルプ トピック
を参照してください。

NHRP 認証文字列

DMVPN ハブおよびスポークが NHRP トランザクションで認証を受けるた
めに使用しなければならない文字列を入力します。文字列の長さは 大 8 
文字です。スペースや疑問符（?）などの特殊文字は使用できません。
DMVPN のすべてのデバイスは、同じ認証文字列が設定されている必要が
あります。

Cisco CP デフォルト：DMVPN_NW
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NHRP ネットワーク ID

NHRP ネットワーク ID を入力します。ネットワーク ID は、非ブロード
キャストのマルチアクセス（NBMA）ネットワークのためのグローバルに
一意の 32 ビットのネットワーク識別子です。範囲は 1 ～ 4,294,967,295 で
す。

Cisco CP デフォルト： 100000

NHRP 待機時間

NHRP ネットワーク ID を有効として通知する秒数を入力します。

Cisco CP デフォルト： 360

トンネル キー

このトンネルで使用するキーを入力します。このキーは、ネットワークの
すべての mGRE トンネルで同じでなければなりません。

Cisco CP デフォルト： 100000

帯域幅

帯域幅をキロバイト毎秒（kbps）で入力します。帯域幅のデフォルト値
は、起動時に設定されます。帯域幅の値は、show interfaces EXEC コマン
ドで表示できます。DMVPN 設定で一般的な帯域幅設定は 1,000 です。

Cisco CP デフォルト： 1000

MTU

トンネルを経由して転送されるパケットで許容するデータの 大量をバイ
トで入力します。

Cisco CP デフォルト： 1400

トンネル スループット遅延

インターフェイスの遅延の値を 10 マイクロ秒単位で設定します。

Cisco CP デフォルト： 1000
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プライマリ ハブ

設定しているルータが DMVPN ネットワーク内のバックアップ ハブであ
る場合、プライマリ ハブを特定する必要があるので、そのパブリックお
よびプライベート IP アドレスを入力します。

パブリック IP アドレス

このトンネルで使用されるプライマリ ハブのインターフェイスの IP アド
レスを入力します。これは、スタティック IP アドレスでなければなりま
せん。この情報については、ハブ管理者に確認します。

ハブの mGRE トンネル インターフェイスの IP アドレス

プライマリ ハブの mGRE トンネル インターフェイスの IP アドレスを入力
します。この情報については、ハブ管理者に確認します。

ルーティング プロトコルの選択 

このウィンドウを使用して、このルータの背後にある他のネットワーク
を、他のルータに通知する間隔を指定します。次のいずれかを選択しま
す。

 • EIGRP ― Extended Interior Gateway Routing Protocol。

 • OSPF ― Open Shortest Path First。

 • RIP ― ルーティング インフォメーション プロトコル。

 • スタティック ルーティング。このオプションは、GRE over IPSec トン
ネルを設定している場合に使用できます。

注 RIP は、DMVPN のハブ アンド スポーク トポロジではサポートされてい
ませんが、DMVPN のフル メッシュ トポロジでは利用できます。
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ルーティング情報

このウィンドウを使用して、ネットワーク内の他のルータに通知する、
ルータの背後のネットワークについてのルーティング情報を追加または編
集します。このウィンドウ内のフィールドは、指定されているルーティン
グ プロトコルに応じて変わります。

RIP パラメータの詳細については、「RIP ルートの追加 / 編集」を参照して
ください。

EIGRP パラメータの詳細については、「EIGRP ルートの追加 / 編集」を参
照してください。

OSPF パラメータの詳細については、「OSPF ルートの追加 / 編集」を参照
してください。

有効にする RIP のバージョンを選択してください。

RIP バージョン 1 またはバージョン 2 を指定します。

既存の OSPF プロセス ID を選択する / 既存の EIGRP AS 番号を選択する

すでに設定されている場合は、OSPF の既存のプロセス ID または EIGRP 
の AS 番号を選択できます。「DMVPN 用のルーティング プロトコルの設
定に関する推奨事項」を参照してください。

新しい OSPF プロセス ID を作成する /EIGRP AS 番号を作成する

プロセス ID が存在しない場合、または別のプロセス ID を使用する場合
は、このフィールドでプロセス ID を設定できます。

トンネル ネットワークの OSPF エリア ID

ネットワークの新しい OSPF エリア ID を入力します。これは、トンネル 
ネットワークのエリア ID です。Cisco CP は、このエリア ID を使用して、
トンネル ネットワークをこのプロセスに自動的に追加します。
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< プロトコル名 > を使用して通知されるプライベート ネットワーク

このエリアには、選択したルーティング プロトコルを使用して通知され
るネットワークが表示されます。このウィザードで指定したルーティング 
プロトコルをすでに設定している場合、通知対象として指定したネット
ワークがこのリストに表示されます。

このルーティング プロセスを使用して DMVPN ピアに通知するプライ
ベート ネットワークをすべて追加します。DMVPN ウィザードは、トンネ
ル ネットワークをこのプロセスに自動的に追加します。

[ ネットワーク ] ― ネットワークのアドレス。特定のネットワークのアドレ
スを入力し、ワイルドカードのマスクを使用して通知方法を適用できま
す。

[ ワイルドカード マスク ] ― （EIGRP および OSPF プロトコル）ネット
ワーク カラムに指定したアドレスに一致する必要があるネットワーク ア
ドレスの範囲を指定するビット マスク。このマスクを使用して、ルータ
の通知先を、指定したアドレスに基づいた特定の範囲のネットワークに限
定することができます。0 ビットの場合、ネットワーク アドレス内のビッ
トが、指定したネットワーク アドレス内で対応するビットと一致しなけ
ればなりません。

たとえば、ネットワーク アドレスが 172.55.10.3 で、ワイルドカード マス
クが 0.0.255.255 の場合、ルータは、ネットワーク 172.55.10.3 だけでなく、
数字が 172.55 で始まるすべてのネットワークに通知します。

[ エリア ] ― OSPF が選択されているときに表示されます。このネットワー
クの OSPF エリア番号です。特定の OSPF エリア内の各ルータは、そのエ
リアのトポロジ データベースを保持しています。

[追加] ― 通知するネットワークまたはネットワークのグループを追加する
場合にクリックします。

[編集] ― 通知対象ネットワークまたはネットワークのグループのデータを
編集する場合にクリックします。このボタンは、このウィザードの現在の
インスタンスで作成したエントリに対して有効になります。

[削除] ― 選択したネットワークまたはネットワークのグループのデータを
削除する場合にクリックします。このボタンは、このウィザードの現在の
インスタンスで作成したエントリに対して有効になります。
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ダイナミック マルチポイント VPN（DMVPN）スポーク 
ウィザード

このウィザードでは、ルータを DMVPN ネットワークのスポークとして設
定できます。設定を始める前に、ハブに対して ping を実行して、ルータ
がそのハブにトラフィックを送信できることを確認する必要があります。
また、事前にハブについての必要な情報をすべて入手していなければなり
ません。Cisco CP を使用してハブを設定するハブ管理者は、スポーク管理
者が必要とするハブ情報を含むテキスト ファイルを作成できます。

開始前に次の情報を取得しておく必要があります。

 • ハブの物理インターフェイスの IP アドレス。

 • ハブの mGRE トンネル インターフェイスの IP アドレス。

 • ハブ管理者がスポークで使用するように通知した IP アドレスおよびサ
ブネット マスク。ハブ管理者は、DMVPN のすべてのルータが同一サ
ブネットに属し、それぞれが一意のアドレスを使用するように、アド
レスを各スポークに割り当てる必要があります。

 • 使用するルーティング プロトコル、および DMVPN でルーティングの
更新を送信するために使用される自律システム（AS）番号（EIGRP 
の場合）またはプロセス ID（OSPF の場合）。

DMVPN ネットワーク トポロジ

このルータが所属する DMVPN ネットワークのタイプを選択します。

ハブ アンド スポーク ネットワーク

各スポーク ルータが DMVPN ハブとポイントツーポイントの GRE over 
IPSec 接続でつながれ、他のスポーク宛てのトラフィックをハブ経由で送
信するネットワーク内のルータを設定している場合は、このオプションを
選択します。このオプションを選択すると、スポークからハブへのリンク
が図に表示されます。
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フル メッシュ ネットワーク

ルータを、ネットワーク内の他のスポークと直接 IPSec トンネルを確立で
きるスポークとして設定している場合に選択します。この機能をサポート
するため、スポークにマルチポイント GRE トンネルが設定されます。こ
のオプションを選択すると、スポークからハブへのリンク、および各ス
ポーク間のリンクが図に表示されます。

ウィザードの画面に、フル メッシュ DMVPN ネットワークのサポートに
必要な IOS イメージがリストされます。

ハブ情報の指定

このウィンドウでは、DMVPN 内のハブについて必要な情報を指定できま
す。

ハブの物理インターフェイスの IP アドレス

ハブのインターフェイスの IP アドレスを入力します。このアドレスにつ
いては、ハブ管理者に確認します。このアドレスは、トンネルの宛先とし
て使用されます。

ハブの mGRE トンネル インターフェイスの IP アドレス

ハブの mGRE トンネル インターフェイスの IP アドレスを入力します。ハ
ブとスポークの mGRE トンネル アドレスは、同じサブネット内になけれ
ばなりません。

スポークの GRE トンネル インターフェイスの設定

このウィンドウで入力された情報を使用して、このスポークのポイント
ツーポイントが作成されます。

インターネットに接続するインターフェイスの選択

インターネットに接続するルータ インターフェイスを選択します。GRE 
over IPSec トンネルはこのインターフェイスを起点とします。
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ダイヤルアップ接続を使用するインターフェイスを選択すると、その接続
が常に稼働中になることがあります。サポートされているインターフェイ
スを [ インターフェイスと接続 ] で確認すれば、選択した物理インターフェ
イスでダイヤルアップ接続（ISDN 接続や非同期接続など）が設定されて
いるかどうかを判断できます。

[< インターフェイス名 > の IP アドレスが変更された場合にハブに再登録
する ] ― このオプションは、選択したインターフェイスが DHCP または 
IPCP を使用してダイナミック IP アドレスを受信する場合に利用できます。
このオプションを指定すると、スポークは、新しい IP アドレスを受信し
た場合にハブに再登録できます。

IP アドレス

このハブへの GRE インターフェイスの IP アドレスを入力します。これ
は、プライベート アドレスで、ネットワーク内の他のルータの GRE イン
ターフェイスと同じサブネット内になければなりません。たとえば、GRE 
インターフェイスは、サブネット 10.10.6.0 を共有し、10.10.6.1 ～ 
10.10.6.254 の範囲の IP アドレスが指定されます。

スポーク ルータを設定している場合は、ハブ管理者によってルータに割
り当てられた IP アドレスを使用する必要があります。他のアドレスを使
用すると、アドレスの競合が発生する可能性があります。

サブネット マスク

GRE インターフェイスが属するサブネットのマスクを入力します。この
マスクは、ハブ管理者によって割り当てられ、DMVPN のすべてのルータ
で同じでなければなりません。たとえば、サブネット 10.10.6.0 のマスク
は 255.255.255.0 になります。詳細については、「IP アドレスとサブネット 
マスク」を参照してください。

詳細ボタン

この接続の NHRP およびトンネル パラメータを指定する場合に、このボ
タンをクリックします。

Cisco CP で、詳細トンネル設定のデフォルト値が提供されます。ただし、
ハブ管理者は、トンネル設定を決定し、スポークでも同じ設定にできるよ
うにスポーク ルータの管理者に情報を提供する必要があります。スポー
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ク ルータを設定する場合は、ハブ管理者にトンネル設定を確認し、この
ボタンをクリックして、表示されるダイアログ ボックスに設定を入力し
ます。

Cisco CP 警告：DMVPN の依存

このウィンドウは、DMVPN トンネルの送信元に選択したインターフェイ
スがその設定上 DMVPN では使用できない場合に表示されます。競合につ
いて通知され、その競合を解消するように Cisco CP が設定を変更すること
を許可するオプションが表示されます。

ファイアウォール

トンネルの送信元として指定されたインターフェイスにファイアウォール
が適用されている場合、Cisco CP では、設定にアクセス ルール エントリ
を追加して、GRE、IPSec、および ISAKMP トラフィックがファイア
ウォールを通過できるようにすることができます。

詳細の表示

[ ファイアウォールで GRE、IPSec、および ISAKMP トラフィックを許可す
る] を選択したときにアクセス ルールに追加されるアクセス コントロール 
エントリを表示する場合に、このボタンをクリックします。

これらのエントリでは、ISAKMP トラフィック、GRE トラフィック、ESP
（Encapsulating Security Protocol）、および AHP（認証ヘッダー プロトコル）
が許可されます。

DMVPN（ダイナミック マルチポイント VPN）
の編集

このウィンドウには、既存の DMVPN トンネル設定が表示されます。
DMVPN では、中央のハブにスポークと呼ばれる他のリモート ルータを接
続したネットワークを構築できます。Cisco CP は、GRE over IPSec トラ
フィックがハブ経由でルーティングされるハブ アンド スポーク ネット
ワーク トポロジをサポートしています。Cisco CP では、ルータを、
DMVPN ネットワークのプライマリまたはセカンダリ DMVPN ハブ、また
はスポーク ルータとして設定できます。
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  DMVPN（ダイナミック マルチポイント VPN）の編集
次のリンクには、DMVPN についての詳細な情報が含まれています（CCO 
ログイン ID が必要です）。マルチポイント IPSec VPN

Cisco CP は、IPSec プロファイルを使用して暗号化を定義するハブ アンド 
スポーク DMVPN の設定をサポートしています。フル メッシュ DMVPN 
を設定し、CLI を使用して DMVPN で暗号マップを使用して暗号化を定義
できます。フル メッシュ DMVPN、および暗号マップを使用する DMVPN 
は、CLI を使用して管理および変更されます。

Cisco CP では、ルータでの単一の DMVPN 設定をサポートしています。

初にハブを設定する必要があります。これは、スポークの設定に必要な
ハブ IP アドレスとルーティング パラメータを確立するためです。DMVPN 
上のルータを設定する方法で、この他に推奨される方法については、

「DMVPN の設定に関する推奨事項」を参照してください。

インターフェイス

このトンネルの起点となる物理インターフェイスです。

IPsec プロファイル

トンネルが使用している IPSec プロファイルです。IPSec プロファイルは、
トンネル上のトラフィックの暗号化に使用されるトランスフォーム セッ
トを定義します。Cisco CP は、DMVPN での暗号化の定義に、IPSec プロ
ファイルのみの使用をサポートしています。暗号マップを使用する場合
は、CLI を使用して DMVPN を設定します。

IP アドレス

GRE トンネルの IP アドレスです。GRE トンネルは、ルーティングの更新
を DMVPN に送信するために使用されます。

説明

このトンネルの説明です。

詳細パネル

[ 詳細 ] パネルには、DMVPN トンネルのすべての設定の値が表示されま
す。
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  DMVPN（ダイナミック マルチポイント VPN）の編集    
トンネル インターフェイスが読み取り専用になる原因

トンネル インターフェイスは、すでに暗号マップの関連付けと NHRP パ
ラメータで設定されている場合に読み取り専用になります。NHRP パラ
メータとルーティング情報はこのウィンドウから変更できますが、IP アド
レス、トンネルの送信元、およびトンネルの宛先は、[ インターフェイス
と接続 ] ウィンドウから編集する必要があります。

追加

新しい DMVPN トンネル設定を追加する場合にクリックします。

編集

選択した DMVPN トンネル設定を編集する場合にクリックします。

削除

DMVPN トンネル設定を削除する場合にクリックします。

全般パネル

このパネルでは、DMVPN トンネルの全般的な設定パラメータを追加また
は編集します。

IP アドレス

トンネルの IP アドレスを入力します。これは、プライベート アドレスで、
DMVPN の他のトンネル インターフェイスと同じサブネット内になければ
なりません。スポークを設定している場合は、アドレスの競合が発生しな
いように、ハブ管理者がルータに割り当てた IP アドレスを使用する必要
があります。

マスク

ハブ管理者が DMVPN に割り当てたサブネット マスクを入力します。詳
細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。
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  DMVPN（ダイナミック マルチポイント VPN）の編集
トンネルの送信元

トンネルが使用するインターフェイスを選択するか、インターフェイスの 
IP アドレスを入力します。ダイヤルアップ接続として設定されたインター
フェイスを選択する場合は、まず「ダイヤルアップ設定でのインターフェ
イスの使用」を参照してください。

トンネルの宛先

フル メッシュ ネットワークの DMVPN トンネルの場合は、[ マルチポイン
ト GRE トンネルがあります ] をクリックします。ハブ アンド スポーク 
ネットワークの場合は、[IP/ ホスト名 ] をクリックし、IP アドレスまたは
ホスト名を指定します。

IPsec プロファイル

このトンネルに設定されている IPSec プロファイルを選択します。IPSec 
プロファイルは、このトンネル上のトラフィックの暗号化に使用されるト
ランスフォーム セットを定義します。

MTU

トンネルを経由して転送されるパケットで許容するデータの 大量をバイ
トで入力します。

帯域幅

帯域幅をキロバイト毎秒（kbps）で入力します。帯域幅のデフォルト値
は、起動時に設定されます。帯域幅の値は、show interfaces EXEC コマン
ドで表示できます。DMVPN 設定で一般的な帯域幅設定値は 1,000 です。

遅延

インターフェイスの遅延の値を 10 マイクロ秒単位で設定します。DMVPN 
設定で一般的な遅延の設定値は 1,000 です。

トンネル キー

このトンネルで使用するキーを入力します。このキーは、ネットワークの
すべての mGRE トンネルで同じでなければなりません。
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  DMVPN（ダイナミック マルチポイント VPN）の編集    
マルチポイント GRE トンネルがあります

これが、複数のピアに対する接続を維持できるインターフェイスである 
mGRE トンネル インターフェイスの場合に選択します。このルータが 
DMVPN ハブとして設定される場合は、このボックスを選択して、ハブが
すべてのスポークと接続を確立できるようにします。ルータがスポークと
して設定される場合は、フル メッシュ DMVPN を設定しているときに、
このボックスを選択します。この設定により、スポークはハブとの接続を
確立してトラフィックを送信でき、ネクスト ホップ情報を受信して 
DMVPN の他のすべてのスポークと直接接続できます。

NHRP パネル

このパネルを使用して、NHRP 設定パラメータを指定します。

認証文字列

DMVPN ハブおよびスポークが NHRP トランザクションで認証を受けるた
めに使用しなければならない文字列を入力します。文字列の長さは 大 8 
文字です。DMVPN のすべての NHRP ステーションは、同じ認証文字列が
設定されている必要があります。

待機時間

NHRP ネットワーク ID を有効として通知する秒数を入力します。

ネットワーク ID

NHRP ネットワーク ID を入力します。ネットワーク ID は、非ブロード
キャストのマルチアクセス（NBMA）ネットワークのためのグローバルに
一意の 32 ビットのネットワーク識別子です。範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。ネットワーク ID は、各 NHRP ステーションで一意でなければなりま
せん。
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ネクスト ホップ サーバ

このエリアには、このルータがアクセスできるネクスト ホップのサーバ
の IP アドレスが表示されます。スポーク ルータの場合は、このエリアに
プライマリおよびセカンダリ ハブの IP アドレスが含まれていなければな
りません。ハブの場合は、このエリアに DMVPN の他のハブ ルータの IP 
アドレスが含まれていなければなりません。

ネクスト ホップのサーバの IP アドレスを入力するには、[ 追加 ] をクリッ
クします。リストからサーバを削除するには、そのサーバを選択し、[ 削
除 ] をクリックします。

NHRP マップ

このエリアには、利用可能な IP-to-NBMA アドレス マッピングが表示され
ます。新しいマップを作成するには [ 追加 ] をクリックします。作成された
マップは、このリストに追加されます。選択したマップを変更するには、
[ 編集 ] をクリックします。選択したマップ設定を削除するには、[ 削除 ] を
クリックします。

NHRP マップの設定

このウィンドウを使用して、IP アドレスと NBMA アドレス間のマッピン
グを作成または編集します。

NBMA ネットワークに接続される IP 宛先の IP-to-NMBA アドレス マッピングをスタティッ
クに設定する

フル メッシュ ネットワークのスポークを設定している場合は、このボタ
ンをクリックします。Cisco CP は、バックアップ ハブをプライマリ ハブ
のスポークとして使用するので、バックアップ ハブを設定している場合
もこれをクリックします。ウィンドウ内のこの部分には、スポークまたは
バックアップ ハブがプライマリ ハブと接続するために必要とするアドレ
ス情報を入力します。

[NBMA ネットワーク経由でアクセスできる宛先 ] ― プライマリ ハブに設
定されている mGRE トンネルの IP アドレスを入力します。スポークおよ
びバックアップ ハブは、このトンネル情報を使用してハブとの接続を確
立し、そのハブへの mGRE トンネルを作成します。スポークは、トンネ
ルを使用して、暗号化したデータをハブに送ったり、他のスポークへのネ
クスト ホップ情報をハブに問い合わせたりします。
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[ 直接アクセスできる NBMA アドレス ] ― mGRE トンネルをサポートする
プライマリ ハブのインターフェイスのスタティック IP アドレスを入力し
ます。

トンネル ネットワーク上で送信されるブロードキャストまたはマルチキャスト パケットの宛
先として使用される NBMA アドレスを設定する

ウィンドウ内のこのエリアでは、ルーティング プロトコルによって使用
される情報を指定します。

[ スポークの IP アドレスをハブのマルチキャスト キャッシュにダイナミッ
クに追加する] ― プライマリ ハブまたはバックアップ ハブを設定している
場合にこのオプションを設定します。このオプションは、接続されている
すべての DMVPN スポークにルーティングの更新を送信するときにハブで
必要となります。

[ 直接アクセスできる NBMA アドレスの IP アドレス ] ― フル メッシュ 
DMVPN にスポークを設定しているか、バックアップ ハブの場合は、この
ボックスを選択し、mGRE トンネルをサポートするプライマリ ハブのイ
ンターフェイスのスタティック IP アドレスを指定します。

ルーティング パネル

このパネルを使用して、DMVPN クラウドのルーティング情報を設定しま
す。

ルーティング プロトコル

この DMVPN のハブおよびスポーク ルータがルーティングの実行に使用
するダイナミック ルーティング プロトコルを選択します。DMVPN のす
べてのルータで、選択したルーティング プロトコルを設定する必要があ
ります。

 • RIP ― ルーティング インフォメーション プロトコル

 • OSPF ― Open Shortest Path First

 • EIGRP ― Extended Interior Gateway Routing Protocol
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RIP のフィールド

ダイナミック ルーティング プロトコルとして RIP を選択する場合は、
[ バージョン 1]、[ バージョン 2]、または [ デフォルト ] を選択します。
[ バージョン 2] を選択した場合、ルータは、ルーティングの更新にサブ
ネット マスクを含めます。[ デフォルト ] を選択した場合、ルータはバー
ジョン 2 の更新を送信しますが、RIP バージョン 1 またはバージョン 2 の
更新を受信できます。

[ スプリット ホライズンの無効化 ] ― これがハブ ルータの場合は、この
ボックスを選択して mGRE トンネル インターフェイスでのスプリット ホ
ライズンを無効にします。スプリット ホライズンを無効にすると、ルー
タは、トンネル インターフェイスから学習した、その同じインターフェ
イスから出るルートを通知できます。

OSPF のフィールド

OSPF を選択した場合は、次のフィールドに入力する必要があります。

[OSPF プロセス ID] ― プロセス ID を入力します。この値によって、他の
ルータでその OSPF プロセスが識別されます。「DMVPN 用のルーティング 
プロトコルの設定に関する推奨事項」を参照してください。

[OSPF ネットワーク タイプ ] ― [ ポイントツーマルチポイント ] または [ ブ
ロードキャスト ] を選択します。[ ポイントツーマルチポイント ] を選択す
ると、OSPF ではスポーク ルータのルーティング テーブルにルータが追加
されます。これを避ける場合は、[ ブロードキャスト ] を選択します。

[OSPF 優先順位 ] ― OSPF 優先順位は、このルータをハブまたはスポーク
として識別します。これがハブ ルータの場合は、優先順位の値として 2 を
入力します。スポーク ルータの場合は 0 を入力します。

EIGRP のフィールド

EIGRP を選択した場合は、次のフィールドに入力する必要があります。

[ 自律システム番号 ] ― EIGRP を使用するルータのグループの自律システ
ム番号を入力します。同じ EIGRP 自律システム番号を持つルータは、そ
の番号で識別される領域内のルータのトポロジ データベースを保持しま
す。「DMVPN 用のルーティング プロトコルの設定に関する推奨事項」を
参照してください。
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[ スプリット ホライズンの無効化 ] ― これがハブ ルータの場合は、この
ボックスを選択して mGRE トンネル インターフェイスでのスプリット ホ
ライズンを無効にします。スプリット ホライズンを有効にするには、選
択を解除したままにします。スプリット ホライズンを無効にすると、
ルータは、トンネル インターフェイスから学習した、その同じインター
フェイスから出るルートを通知できます。

[ 元のネクスト ホップを使用する ] ― DMVPN ハブ ルータの場合、EIGRP 
ではこのルータをネクスト ホップとして通知します。DMVPN スポーク 
ルータにルートを通知するときに、EIGRP で元の IP をネクスト ホップと
して使用する場合は、このボックスを選択します。

DMVPN を手動で設定する方法
VRN コンポーネントのウィンドウ、および [DMVPN ( ダイナミック マル
チポイント VPN) の編集 ] ウィンドウを使用して、ルータを DMVPN ハブ
またはスポークとして設定できます。このためには、次のタスクを実行す
る必要があります。

 • IPSec プロファイルを設定する。IPSec プロファイルを少なくとも 1 つ
設定するまでは、DMVPN 接続を設定することはできません。

 • DMVPN 接続を設定する。

 • DMVPN クラウドに通知するネットワークを指定する。

これらのタスクの手順は次のとおりです。

IPSec プロファイルを設定するには

まず、IPSec ポリシーを設定し、次に DMVPN トンネルを設定する必要が
あります。

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [VPN コンポーネント ] > [IPSec] の
順にクリックします。

手順 2 [IPSec プロファイル ] ブランチをクリックし、[IPSec プロファイル ] ウィン
ドウで [ 追加 ] をクリックします。

手順 3 [IPSec プロファイルの追加 ] ウィンドウで、プロファイルに名前を付け、
それに含めるトランスフォーム セットを選択します。必要に応じて簡単
な説明を入力できます。
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手順 4 [OK] をクリックします。

DMVPN 接続を設定するには

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [VPN] > [ ダイナミック マルチポイ
ント VPN] の順にクリックします。

手順 2 [DMVPN ( ダイナミック マルチポイント VPN) の編集 ] をクリックします。

手順 3 [ 追加 ] をクリックします。

手順 4 [DMVPN トンネル設定 ] ウィンドウの [ 全般 ]、[NHRP]、および [ ルーティ
ング ] の各タブに情報を入力して、DMVPN トンネルを作成します。特定
のフィールドの詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。

DMVPN に通知するネットワークを指定するには

ルータの背後に DMVPN に通知するネットワークがある場合は、ルーティ
ングのウィンドウでネットワーク番号を追加することによって通知できま
す。

手順 1 機能バーで、[設定 ] > [ ルータ ] > [スタティック ルーティングおよびダイナ
ミック ルーティング ] の順にクリックします。

手順 2 [ ルーティング ] ウィンドウで、DMVPN 設定で指定したルーティング プロ
トコルを選択し、[ 編集 ] をクリックします。

手順 3 通知するネットワーク番号を追加します。
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VPN グローバル設定

このヘルプ トピックでは、VPN グローバル設定のウィンドウについて説
明します。

VPN グローバル設定
このウィンドウには、ルータの VPN グローバル設定が表示されます。

フィールド リファレンス

表 17-1 に、この画面のフィールドの説明を示します。

表 17-1 VPN グローバル設定のフィールド 

項目 説明

編集ボタン [ 編集 ] ボタンをクリックすると、VPN グローバル設定の追加
または変更ができます。

IKE の有効化 IKE を有効にする場合は値を True にし、無効にする場合は 
False にします。

注 IKE が無効の場合、VPN 設定は機能しません。[ 編集 ] 
をクリックして、[VPN グローバル設定 ] 画面の [IKE] 
タブで IKE を有効化できます。
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VPN グローバル設定
アグレッシブ モードの有効
化

アグレッシブ モードを有効にする場合は値を True にし、無効
にする場合は False にします。アグレッシブ モード機能を使
用すると、IPSec ピアの RADIUS トンネル属性を指定し、そ
の属性で IKE アグレッシブ モード ネゴシエーションを初期化
できます。

XAuth タイムアウト システムが XAuth チャレンジに応答するのをルータが待つ秒
数です。

IKE ID ルータが IKE ネゴシエーションで自身の識別に使用する、
ルータのホスト名または IP アドレスを入力します。

デッド ピア検知 デッド ピア検知（DPD）を使用すると、ルータでデッド ピア
を検出できます。検出された場合は、そのピアとの IPSec お
よび IKE セキュリティ アソシエーションが削除されます。
DPD が有効な場合、次の追加情報が表示されます。

 • [IKE キープアライブ（秒）] ― IKE キープアライブ パケッ
トの送信ごとにルータが待機する秒数です。

 • [IKE 再試行（秒）] ― リモート ピアとの IKE 接続試行ごと
にルータが待機する秒数です。デフォルトでは 2 秒と表
示されます。

 • [DPD タイプ ] ― [必要時 ] または [定期的 ] です。[必要時 ] 
に設定した場合は、トラフィック パターンに基づいて 
DPD メッセージが送信されます。たとえば、ルータは、
アウトバウンド トラフィックを送信する場合にピアの活
動状態に問題があると、DPD メッセージを送信してピア
のステータスを問い合わせます。送信するトラフィック
がルータにない場合、DPD メッセージは送信されません。

[ 定期的 ] に設定した場合は、IKE キープアライブの値で指
定した間隔で DPD メッセージが送信されます。

IPSec SA ライフタイム（秒） IPSec セキュリティ アソシエーション（SA）の有効期限が切
れるまでの時間です。この後 SA が再生成されます。デフォ
ルトは 3,600 秒（1 時間）です。

表 17-1 VPN グローバル設定のフィールド （続き）

項目 説明
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VPN グローバル設定：IKE
このウィンドウでは、IKE および IPSEC のグローバル設定を行うことがで
きます。

IKE の有効化

VPN を使用する場合はこのチェック ボックスを選択したままにします。

注意 IKE が無効の場合、VPN 設定は機能しません。

アグレッシブ モードの有効化

アグレッシブ モード機能を使用すると、IPSec ピアの RADIUS トンネル属
性を指定し、その属性で IKE アグレッシブ モード ネゴシエーションを初
期化できます。

ID（このルータ）

このフィールドでは、ルータが自身を識別する方法を指定します。[IP ア
ドレス ] または [ ホスト名 ] を選択します。

IPSec SA ライフタイム（キロ
バイト）

IPSec SA の有効期限が切れるまでにルータが VPN 接続を介し
て送信できるキロバイト数です。SA は 短のライフタイムに
達すると更新されます。

Easy 接続のシスログ メッセー
ジ

このフィールドには、次のいずれかの値を指定できます。

 • [ 有効 ] ― シスログ（Syslog）メッセージはすべての Easy 
VPN 接続に対して有効です。

 • [ 次のグループの syslog メッセージを有効にする ] ― シス
ログ（Syslog）メッセージはリストされたグループに対
して有効です。

 • [ 無効 ] ― シスログ（Syslog）メッセージは無効です。

表 17-1 VPN グローバル設定のフィールド （続き）

項目 説明
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XAuth タイムアウト

XAuth 認証を要求するシステムからの応答をルータが待つ秒数です。

デッド ピア検知（DPD）を有効にする

デッド ピア検知（DPD）を使用すると、ルータでデッド ピアを検出でき
ます。検出された場合は、そのピアとの IPSec および IKE セキュリティ ア
ソシエーションが削除されます。

ルータが使用している Cisco IOS イメージが DPD をサポートしていない場
合、[ デッド ピア検知（DPD）を有効にする ] チェック ボックスは無効に
なります。

キープアライブ

ルータが、使用されていない接続を維持する秒数を指定します。

再試行

ルータが、ピアとの IKE 接続試行間に待機する秒数を指定します。デフォ
ルト値は 2 秒です。

DPD タイプ

[ 必要時 ] または [ 定期的 ] を選択します。

[ 必要時 ] に設定した場合は、トラフィック パターンに基づいて DPD メッ
セージが送信されます。たとえば、ルータは、アウトバウンド トラ
フィックを送信する場合にピアの活動状態に問題があると、DPD メッ
セージを送信してピアのステータスを問い合わせます。送信するトラ
フィックがルータにない場合、DPD メッセージは送信されません。

[ 定期的 ] に設定した場合は、IKE キープアライブの値で指定した間隔で 
DPD メッセージが送信されます。

VPN グローバル設定：IPSec
このウィンドウでグローバル IPSec 設定を編集します。
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VPN グローバル設定 
新しいキーを認証および生成する間隔

このボックスを選択して、ルータが新しいキーを認証および生成する間隔
を指定します。値を指定しない場合、ルータは 1 時間ごとに新しいキーを
認証および生成します。

現在のキーが次のボリュームを暗号化したら新しいキーを生成する

このボックスを選択して、ルータが新しいキーを認証および生成する前に
現在のキーで暗号化するキロバイト数を指定します。値を指定しない場
合、ルータは、現在のキーで 4,608,000 キロバイトを暗号化した後、新し
いキーを認証および生成します。

VPN グローバル設定：Easy VPN サーバ

この画面では、Easy VPN サーバ接続のグローバル設定を行います。

フィールド リファレンス

表 17-2 に、この画面のフィールドの説明を示します。
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VPN グローバル設定
表 17-2 VPN グローバル設定：Easy VPN サーバのフィールド

項目 説明

共有プール すべてのクライアントが使用する共有 IP アドレス プールを設
定できます。専用のプールがないグループに属するクライア
ントには、この共有プールから IP アドレスが割り当てられま
す。

[ 共有プールを選択 ] ― このリストからプール名を選択しま
す。プールが設定されていない場合は、[ 追加タスク ] > [ ロー
カル プール ] > [ 追加 ] の順にクリックして、表示されたダイア
ログでプールを設定します。その後でこの画面に戻り、設定
したプールを選択します。

シスログメッセージの有効化 クライアント接続に対してシスログ（Syslog）メッセージを
有効にする場合は、[ シスログメッセージの有効化 ] を選択し
ます。このオプションの適用範囲は、次のように指定できま
す。

 • [ すべてのクライアント接続のシスログ メッセージを有効
にする。] ― シスログ（Syslog）メッセージを Easy VPN 
サーバに接続するすべてのグループに対して有効にする
場合は、このオプションを選択します。

 • [ 次のグループのシスログ メッセージを有効にする。] ― 
シスログ（Ssyslog）メッセージを指定したグループに対
して有効にする場合は、このオプションを選択します。
次に、ボックスにグループ名を入力します（複数の場合
はグループ名をカンマで区切ります）。次にエントリの入
力例を示します。

WGP-1, WGP-2, ACCTG, CSVC

画面のこの部分を表示するには、ルータが Cisco IOS 12.4(4)T 
以降を使用している必要があります。

VPN キー暗号化の設定

[VPN キー暗号化の設定 ] ウィンドウは、ルータの Cisco IOS イメージで 
Type 6 の暗号化技術がサポートされている場合に表示されます。これは、
VPN キー暗号化とも呼ばれます。このウィンドウを使用して、事前共有
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キー、Easy VPN キー、XAuth キーなどの VPN キーを暗号化するときに使
用するマスタ キーを指定できます。これらのキーは、暗号化されると、
ルータのコンフィギュレーション ファイルを表示しても読めなくなりま
す。

VPN キー暗号化の有効化

これらのキーの暗号化を有効にするときに選択します。

現在のマスタ キー

マスタ キーが設定されている場合、このフィールドにはアスタリスク
（*）が表示されます。

新しいマスタ キー

このフィールドには新しいマスタ キーを入力します。マスタ キーは、8 ～ 
128 文字にする必要があります。

マスタ キーの確認

確認のため、このフィールドにマスタ キーを再入力します。このフィー
ルドの値と [ 新しいマスタ キー ] フィールドの値が一致しない場合は、
キーの再入力が求められます。
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VPN グローバル設定
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第 章18

IP Security

IP Security（IPSec）は、ピア間のデータの機密性、データの整合性、およ
びデータ認証を提供するオープン スタンダードのフレームワークです。
これらのセキュリティ サービスは IP 層で提供されます。IPSec では、IKE 
を使用して、ローカル ポリシーに基づいてプロトコルとアルゴリズムの
ネゴシエーションを処理し、IPSec で使用する暗号キーと認証キーを生成
します。

Cisco CP では、IPSec のトランスフォーム セット、ルール、およびポリ
シーを設定できます。

使用する IPSec 設定ウィンドウに移動するには、[IPSec] ツリーを使用しま
す。

IPSec ポリシー
このウィンドウには、ルータに設定されている IPSec ポリシーと、各ポリ
シーに関連付けられている暗号マップが表示されます。IPSec ポリシーは 
VPN 接続の定義に使用されます。IPSec ポリシー、暗号マップ、および 
VPN 接続の関係の詳細については、「VPN 接続と IPSec ポリシーに関する
詳細情報」を参照してください。
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アイコン

このアイコンが IPSec ポリシーの横に表示されている場合は読み
取り専用なので、編集できません。IPSec ポリシーが読み取り専
用になるのは、Cisco CP でサポートされていないコマンドが含ま
れている場合です。

名前

この IPSec ポリシーの名前です。

タイプ

次のタイプがあります。

 • [ISAKMP] ― IKE を使用して、この暗号マップ エントリで指定された
トラフィックを保護するための IPSec セキュリティ アソシエーション
を確立します。Cisco CP では、ISAKMP（Internet Security Association 
and Key Management Protocol）の暗号マップがサポートされています。

 • [ 手動 ] ― IKE を使用せずに、この暗号マップ エントリで指定されたト
ラフィックを保護するための IPSec セキュリティ アソシエーションを
確立します。

Cisco CP では、手動の暗号マップの作成はサポートされていません。
CLI（コマンドライン インターフェイス）を使用して作成された手動
の暗号マップは、読み取り専用とみなされます。

 • [ ダイナミック ] ― この暗号マップ エントリが、既存のダイナミック暗
号マップを参照するように指定します。ダイナミック暗号マップは、
ピアの IPSec デバイスからのネゴシエーション要求を処理するときに
使用されるポリシー テンプレートです。

Cisco CP では、ダイナミック暗号マップの作成はサポートされていま
せん。CLI を使用して作成されたダイナミック暗号マップは、読み取
り専用とみなされます。

この IPSec ポリシー内の暗号マップ

名前 
暗号マップが含まれている IPSec ポリシーの名前です。
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シーケンス番号

IPSec ポリシーが VPN 接続で使用されている場合は、シーケンス番号と 
IPSec ポリシー名の組み合わせでこの接続を一意に識別します。

ピア

このカラムには、暗号マップで指定されているピア デバイスの IP アドレ
スまたはホスト名が表示されます。複数のピアはカンマで区切られます。

トランスフォーム セット

このカラムには、暗号マップで使用されているトランスフォーム セット
が表示されます。

この IPSec ポリシー内のダイナミック暗号マップ セット

ダイナミック暗号マップ セット名

このダイナミック暗号マップ セットの名前です。管理者は、この名前に
よって暗号マップ セットの用途を把握できます。

シーケンス番号

このダイナミック暗号マップ セットのシーケンス番号です。

タイプ

タイプは常に [ ダイナミック ] です。

実行する操作

目的 手順

IPSec ポリシーを設定に追加する。 [ 追加 ] をクリックする。

既存の IPSec ポリシーを編集する。 ポリシーを選択して [ 編集 ] をクリックする。

ポリシーから暗号マップ エントリ
を削除する。

ポリシーを選択して [ 編集 ] をクリックする。ウィンド
ウで、削除する暗号マップを選択して [ 削除 ] をクリッ
クする。次に、[OK] をクリックしてこのウィンドウに
戻る。

IPSec ポリシーを削除する。 ポリシーを選択して [ 削除 ] をクリックする。
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IPSec ポリシーの追加 / 編集

このウィンドウでは、IPSec ポリシーを追加または編集します。

名前

この IPSec ポリシーの名前です。英数字を組み合わせた名前を指定できま
す。ポリシー名にピア名やその他の有用な情報を含めると役に立つ場合が
あります。

この IPSec ポリシー内の暗号マップ

このボックスには、この IPSec ポリシー内の暗号マップのリストが表示さ
れます。リストには、この暗号マップを設定する名前、シーケンス番号、
およびトランスフォーム セットが含まれます。暗号マップを選択して、
それを編集したり IPSec ポリシーから削除したりできます。

暗号マップを追加するには、[ 追加 ] をクリックします。Cisco CP の指示に
従ってプロセスを実行するには、[ 追加ウィザードの使用 ] を選択してから 
[ 追加 ] をクリックします。

アイコン

暗号マップが読み取り専用の場合は、このカラムに読み取り専用
アイコンが表示されます。暗号マップが読み取り専用になるの
は、Cisco CP でサポートされていないコマンドが含まれている場
合です。

この IPSec ポリシー内のダイナミック暗号マップ セット

このボックスには、この IPSec ポリシー内のダイナミック暗号マップ セッ
トのリストが表示されます。既存のダイナミック暗号マップ セットをポ
リシーに追加するには、[ 追加 ] ボタンを使用します。選択したダイナミッ
ク暗号マップ セットをポリシーから削除するには、[ 削除 ] ボタンを使用し
ます。
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実行する操作

目的 手順

このポリシーに暗号マップを追加す
る。

[ 追加 ] をクリックし、[ 暗号マップの追加 ] パネルで暗号
マップを作成する。または、[ 追加ウィザードの使用 ] を
選択してから [ 追加 ] をクリックする。

注 ウィザードでは、暗号マップに 1 つのトランス
フォーム セットしか追加できない。暗号マップ
に複数のトランスフォーム セットを追加する必
要がある場合は、ウィザードを使用しないこと。

このポリシー内の暗号マップを編集
する。

暗号マップを選択し、[ 編集 ] をクリックして、[ 暗号
マップの編集 ] パネルで暗号マップを編集する。

このポリシーから暗号マップを削除
する。

暗号マップを選択し、[ 削除 ] をクリックする。

暗号マップの追加 / 編集：全般  
このウィンドウでは、暗号マップの全般的なパラメータを変更します。こ
のウィンドウには次のフィールドがあります。

IPSec ポリシー名

この暗号マップが使用されているポリシーの名前が表示される読み取り専
用フィールドです。暗号マップ ウィザードを使用している場合、この
フィールドは表示されません。

説明

このフィールドでは、暗号マップの説明を入力または編集します。この説
明は VPN 接続リストに表示され、この暗号マップを同じ IPSec ポリシー
内の別の暗号マップと識別するのに役立ちます。
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シーケンス番号

IPSec ポリシー名と一緒に表示される番号は、接続の識別に使用されます。
Cisco CP は、自動的にシーケンス番号を生成します。手動でシーケンス番
号を入力することもできます。

SA ライフタイム

IPSec セキュリティ アソシエーションでは、共有キーを使用します。これ
らのキーとセキュリティ アソシエーションは同時にタイムアウトになり
ます。ライフタイムには、時間的なライフタイムとトラフィック ボ
リュームによるライフタイムがあります。セキュリティ アソシエーショ
ンは、これらのライフタイムのいずれかに到達したときに期限が切れま
す。

このフィールドを使用して、この暗号マップに、グローバルに指定される
ライフタイムとは異なるセキュリティ アソシエーション ライフタイムを
指定できます。[ キロバイト ] フィールドでは、ライフタイムを送信するキ
ロバイト数で指定できます。 大値は 4,608,000 です。[HH:MM:SS] 
フィールドでは、ライフタイムを時、分、秒単位で指定できます。また、
時間的なライフタイムとトラフィック ボリュームによるライフタイムの
両方を指定することも可能です。両方が指定されている場合、ライフタイ
ムは 初の条件が満たされた時点で期限が切れます。

完全転送秘密

セキュリティ キーを以前生成したキーから派生させると、1 つのキーが漏
洩した場合に他のキーも同様に漏洩する可能性があるので、セキュリティ
の点で問題があります。完全転送秘密（PFS）では、個々のキーが独立し
て派生されることが保証されます。このため、PFS を有効化すれば、1 つ
のキーが漏洩してもそれ以外のキーが漏洩することはありません。PFS を
有効にする場合は、Diffie-Hellman グループ 1、グループ 2、またはグルー
プ 5 のどの方式を使用するか指定できます。

注 ルータでグループ 5 がサポートされていない場合は、グループ 5 はこのリ
ストには表示されません。
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Reverse Route Injection の有効化

Reverse Route Injection（RRI）は、リモート VPN クライアントまたは LAN 
間セッションで Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルまたはルー
ティング インフォメーション プロトコル（RIP）を実行する内部ルータの
ルーティング テーブルにデータを挿入するために使用されます。

RRI は、Easy VPN サーバに接続されたクライアントにスタティック ルー
トをダイナミックに追加します。

暗号マップの追加 / 編集：ピア情報  
暗号マップには、セキュリティ アソシエーションに関与するピアのホス
ト名または IP アドレスが含まれます。この画面では、この暗号マップに
関連付けられるピアの追加と削除ができます。複数のピアは、暗号化され
たデータのための複数のルートをルータに提供します。

目的 手順

[ 現在のリスト ] にピアを追加する。 ピアの IP アドレスまたはホスト名を入力し、[ 追加 ] を
クリックする。

[ 現在のリスト ] からピアを削除す
る。

ピアを選択して [ 削除 ] をクリックする。

暗号マップの追加 / 編集：トランスフォーム セット  
このウィンドウを使用して、暗号マップで使用するトランスフォーム 
セットを追加し、編集します。暗号マップには、セキュリティ アソシ
エーションに関与するピアのホスト名または IP アドレスが含まれます。
複数のピアは、暗号化されたデータのための複数のルートをルータに提供
します。ただし、VPN 接続の両端にあるデバイスは、同じトランス
フォーム セットを使用する必要があります。

ルータに、トランスフォーム セットを 1 つ持つ暗号マップを提供すれば十
分である場合は、暗号マップ ウィザードを使用します。

複数のトランスフォーム セットを持つ暗号マップを手動で設定する際に、
ネゴシエート中のピアが受け入れるトランスフォーム セットをルータが
提供できるようにする場合は、[ 追加ウィザードの使用 ] の選択を解除し、
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[ 新しい暗号マップの追加 ] を使用します。すでに暗号マップ ウィザードで
作業している場合は、このウィザードを終了し、[ 追加ウィザードの使用 ] 
の選択を解除してから [ 新しい暗号マップの追加 ] をクリックします。

複数のトランスフォーム セットを持つ暗号マップを手動で設定する場合、
トランスフォーム セットの順番を指定することもできます。ルータはト
ランスフォーム セットをこの順番で使用して、ネゴシエーションを行い
ます。

使用可能なトランスフォーム セット

暗号マップで使用できる設定済みのトランスフォーム セットです。暗号
マップ ウィザードでは、使用可能なトランスフォーム セットは、[ トラン
スフォーム セットの選択 ] ドロップダウン リストに表示されます。

ルータにトランスフォーム セットが設定されていない場合は、Cisco CP の
デフォルト トランスフォーム セットのみ表示されます。

注 • すべてのルータがすべてのトランスフォーム セット（暗号化タイプ）
をサポートしているわけではありません。サポートされていないトラ
ンスフォーム セットは、ウィンドウに表示されません。

 • Cisco CP がサポートしているすべてのトランスフォーム セットをすべ
ての IOS イメージがサポートしているわけではありません。IOS イ
メージでサポートされていないトランスフォーム セットは、ウィンド
ウに表示されません。

 • ハードウェア暗号化が有効になっている場合は、ハードウェア暗号化
と IOS イメージの両方でサポートされているトランスフォーム セット
だけがウィンドウに表示されます。

選択したトランスフォーム セットの詳細（暗号マップ ウィザードのみ）

選択した暗号マップの名前、暗号、認証の属性、その他のパラメータが表
示されます。

このアイコンがトランスフォーム セットの横に表示されている場
合は読み取り専用で、編集はできません。
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選択したトランスフォーム セットの優先順位（暗号マップの手動設定のみ）

この暗号マップ用に選択されたトランスフォーム セットが使用される順
に表示されます。ルータは、ピアとのネゴシエート時にこのリストの順番
でトランスフォーム セットを提供します。リストを並べ替えるには、上
矢印と下矢印ボタンを使用します。

実行する操作（暗号マップ ウィザードのみ）

目的 手順

選択したトランスフォーム セット
を暗号マップに使用する。

[ 次へ ] をクリックする。

既存の別のトランスフォーム セッ
トを使用する。

[ トランスフォーム セットの選択 ] リストでトランス
フォーム セットを選択し、[ 次へ ] をクリックする。

新しいトランスフォーム セットを
使用する。

[追加 ] をクリックし、[トランスフォーム セットの追加 ] 
ウィンドウでトランスフォーム セットを作成する。そ
の後、このウィンドウに戻って、[ 次へ ] をクリックす
る。

選択したトランスフォーム セット
を編集する。

[編集 ] をクリックし、[トランスフォーム セットの編集 ] 
ウィンドウでトランスフォーム セットを編集する。

この暗号マップにさらにトランス
フォーム セットを追加する。これ
でピアが使用に同意するトランス
フォーム セットをルータが確実に
提供できる。

暗号マップ ウィザードを終了して [ 追加ウィザードの使
用 ] の選択を解除し、[ 暗号マップの追加 ] をクリックす
る。[ トランスフォーム セット ] タブでは、トランス
フォーム セットの追加と並べ替えができる。
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実行する操作（暗号マップの手動設定のみ）

目的 手順

[ 選択されたトランスフォーム セッ
ト ] ボックスにトランスフォーム 
セットを追加する。

[ 使用可能なトランスフォーム セット ] ボックスでトラ
ンスフォーム セットを選択し、右矢印ボタンをクリッ
クする。

[ 選択されたトランスフォーム セッ
ト ] ボックスからトランスフォーム 
セットを削除する。

削除するトランスフォーム セットを選択して左矢印ボ
タンをクリックする。

選択したトランスフォーム セット
の優先順位を変更する。

トランスフォーム セットを選択し、上矢印または下矢
印ボタンをクリックする。

[ 使用可能なトランスフォーム セッ
ト ] リストにトランスフォーム セッ
トを追加する。

[追加 ] をクリックし、[トランスフォーム セットの追加 ] 
ウィンドウでトランスフォーム セットを設定する。

[ 使用可能なトランスフォーム セッ
ト ] リストのトランスフォーム セッ
トを編集する。

[編集 ] をクリックし、[トランスフォーム セットの編集 ] 
ウィンドウでトランスフォーム セットを設定する。

暗号マップの追加 / 編集：トラフィックの保護  
すべてのトラフィックを保護するように暗号マップを設定したり（暗号
マップ ウィザードのみ）、IPSec ルールを選択して指定したトラフィック
を保護するように暗号マップを設定したりすることができます。

以下のサブネット間のすべてのトラフィックを保護する（暗号マップ ウィザードのみ）

このオプションを使用して、暗号化するトラフィックを発信する送信元サ
ブネット（LAN 上のサブネット）を 1 つと、[ ピア ] ウィンドウで指定した
ピアでサポートされている宛先サブネットを 1 つ指定します。他の送信元
と宛先サブネット間のすべてのトラフィックは暗号化されずに送信されま
す。
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送信元

アウトバウンド トラフィックを保護するサブネットのアドレスを入力し、
サブネット マスクを指定します。リストからサブネット マスクを選択す
るか、カスタム マスクを入力できます。サブネット番号およびマスクは、
ドット（.）で区切った 10 進表記で入力する必要があります。詳細につい
ては、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

この送信元サブネットから発信されるトラフィックで、宛先サブネットの
宛先 IP アドレスを持つトラフィックはすべて暗号化されます。

宛先

宛先サブネットのアドレスを入力し、そのサブネットのマスクを指定しま
す。リストからサブネット マスクを選択するか、カスタム マスクを入力
できます。サブネット番号およびマスクは、ドット（.）で区切った 10 進
表記で入力する必要があります。

このサブネット上のホストに送られるすべてのトラフィックは暗号化され
ます。

IPSec ルール（IPSec トラフィックのアクセスリストを作成 / 選択する）

この暗号マップで使用される IPSec ルールを追加または変更できます。複
数の送信元および宛先を指定する必要がある場合や、特定のタイプのトラ
フィックを暗号化する場合は、このオプションを使用します。IPSec ルー
ルは、複数のエントリで設定され、各エントリにはそれぞれ異なるトラ
フィック タイプや送信元および宛先を指定できます。IPSec ルールの条件
と一致しないパケットはすべて暗号化されずに送信されます。

注 トンネル インターフェイスを使用する VPN 接続の IPSec ルールを追加す
る場合は、そのルールで、トンネル設定として同じ送信元と宛先のデータ
を指定する必要があります。

暗号マップの IPSec ルールを追加または変更するには、[IPSec ルール ] 
フィールドの右側にある [...] ボタンをクリックし、次のいずれかを選択し
ます。

 • [ 既存のルール（ACL）を選択する ] ― 作成済みのルールを使用する場
合は、そのルールを選択して [OK] をクリックします。

 • [新しいルールを作成して選択する ] ― 必要なルールがまだ作成されて
いない場合は、そのルールを作成して [OK] をクリックします。
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 • [ なし ] ― ルールの関連付けを解除する場合に選択します。[IPSec ルー
ル ] フィールドには使用中の IPSec ルール名が表示されていますが、
[ なし ] を選択すると、このフィールドは空白になります。

[IPSec ルール ] フィールドに直接、IPSec ルールの番号を入力して、暗号
マップに IPSec ルールを追加、または変更することもできます。

注 IPSec ルールは、標準ルールではなく拡張ルールにする必要があります。
標準ルールの番号または名前を入力した場合は、[OK] をクリックすると
警告メッセージが表示されます。

ダイナミック暗号マップ セット
このウィンドウには、ルータに設定されているダイナミック暗号マップ 
セットが表示されます。

追加 / 編集 / 削除ボタン

これらのボタンを使用して、ウィンドウに表示された暗号マップを管理し
ます。IPSec ポリシーに関連付けられている暗号マップ セットを削除しよ
うとしても、Cisco CP によって許可されません。削除する前に、暗号マッ
プとポリシーの関連付けを解除する必要があります。関連付けの解除は、
[IPSec ポリシー ] ウィンドウで実行できます。

名前

ダイナミック暗号マップの名前です。

タイプ

常に [ ダイナミック ] です。

ダイナミック暗号マップ セットの追加 / 編集

このウィンドウでは、ダイナミック暗号マップ セットを追加または編集
します。
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名前

ダイナミック暗号マップを追加する場合は、このフィールドに名前を入力
します。暗号マップ セットを編集する場合は、このフィールドは無効に
なり、名前を変更できません。

この IPSec ポリシー内の暗号マップ

このエリアには、このセットで使用される暗号マップのリストが表示され
ます。このリスト内の暗号マップを追加、削除、または変更するには、
[ 追加 ]、[ 編集 ]、または [ 削除 ] ボタンを使用します。

この IPSec ポリシーに暗号マップを関連付ける

シーケンス番号

この暗号マップ セットを識別するシーケンス番号を入力します。他の暗
号マップ セットで使用されている番号は指定できません。

ダイナミック暗号マップ セットを選択してください

追加するダイナミック暗号マップ セットをこのリストから選択します。

この暗号マップ セット内の暗号マップ

このエリアには、選択したダイナミック暗号マップ セットに含まれてい
る名前、シーケンス番号、およびピアのリストが表示されます。

IPSec プロファイル
このウィンドウには、ルータに設定されている IPSec プロファイルのリス
トが表示されます。IPSec プロファイルは、1 つ以上の設定済みトランス
フォーム セットで設定されています。プロファイルは mGRE トンネルに
適用され、トンネル トラフィックを暗号化する方法を定義します。

名前

IPSec プロファイルの名前です。
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トランスフォーム セット

このプロファイルで使用されるトランスフォーム セットです。

説明

IPSec プロファイルに関する説明です。

追加

新しい IPSec プロファイルを追加する場合にクリックします。

編集

既存のプロファイルを選択し、[ 編集 ] をクリックしてプロファイルの設定
を変更します。

削除

選択した IPSec プロファイルを削除する場合にクリックします。削除する
プロファイルが現在 DMVPN トンネルで使用されている場合は、別の 
IPSec プロファイルを使用するように DMVPN トンネルを設定する必要が
あります。

IPSec プロファイルの詳細

このエリアには、選択した IPSec プロファイルの設定が表示されます。こ
のエリアに表示される情報の詳細については、「IPSec プロファイルの追加
/ 編集」を参照してください。

IPSec プロファイルの追加 / 編集

このダイアログには、IPSec プロファイルを作成するための情報を入力し
ます。IPSec プロファイルは、使用するトランスフォーム セット、セキュ
リティ アソシエーション（SA）ライフタイムの特定方法などの情報を指
定します。
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トランスフォーム セット カラム

ダイアログの上部にある 2 つのカラムを使用して、プロファイルに追加す
るトランスフォーム セットを指定します。左側のカラムには、ルータに
設定されているトランスフォーム セットが表示されます。設定されてい
るトランスフォーム セットをプロファイルに追加するには、そのセット
を選択して、[>>] ボタンをクリックします。左側のカラムにトランス
フォーム セットが表示されていない場合や、まだ作成されていないトラ
ンスフォーム セットが必要な場合は、[ 追加 ] をクリックして、表示される
ダイアログでトランスフォーム セットを作成します。

IKE プロファイル関連付け

IKE プロファイルを対象の IPSec プロファイルに関連付ける場合は、リス
トから既存のプロファイルを選択します。IKE プロファイルがすでに関連
付けられている場合、このフィールドは読み取り専用になります。

時間ベースの IPSec SA ライフタイム

一定時間が経過したら新しい SA が確立されるようにする場合は、[ 時間
ベースの IPSec SA ライフタイム ] をクリックします。右側の [HH:MM:SS] 
フィールドに時間を入力します。

トラフィック量ベースの IPSec SA ライフタイム

指定した量のトラフィックが IPSec トンネルを通過したら新しい SA が確
立されるようにする場合は、[ トラフィック量ベースの IPSec SA ライフタ
イム ] をクリックします。既存の SA が解除されて新しい SA が確立するま
でに、トンネルを通過するトラフィックのキロバイト数（KB）を入力し
ます。

IPSec SA アイドル タイム

指定した期間ピアがアイドル状態だった場合に新しい SA が確立されるよ
うにする場合は、[IPSec SA アイドル タイム ] をクリックします。右側の 
[HH:MM:SS] フィールドにアイドル時間を入力します。
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完全転送秘密

IPSec がこの仮想テンプレート インターフェイスに新しいセキュリティ ア
ソシエーションを要求する際に PFS（perfect forward secrecy; 完全転送秘
密）を求める必要がある場合、またはピアから受信する要求に PFS が必要
な場合は、[ 完全転送秘密 ] をクリックします。指定できる値は次のとおり
です。

 • グループ 1 ― PFS 要求の暗号化に、768 ビットの Diffie-Hellman プラ
イム モジュラス グループが使用されます。

 • グループ 2 ― PFS 要求の暗号化に、1,024 ビットの Diffie-Hellman プラ
イム モジュラス グループが使用されます。

 • グループ 5 ― PFS 要求の暗号化に、1,536 ビットの Diffie-Hellman プラ
イム モジュラス グループが使用されます。

IPSec プロファイルの追加 / 編集とダイナミック暗号
マップの追加

このウィンドウでは、IPSec プロファイルの追加と編集、またはダイナ
ミック暗号マップの追加を行います。

名前

このプロファイルの名前を入力します。

使用可能なトランスフォーム セット

このカラムには、このルータに設定されているトランスフォーム セット
が表示されます。このリスト内のトランスフォーム セットを [ 選択された
トランスフォーム セット ] カラムに追加するには、トランスフォーム セッ
トを選択して右矢印（>>）ボタンをクリックします。

新しいトランスフォーム セットを設定する必要がある場合は、[IPSec] ツ
リーの [トランスフォーム セット ] ノードをクリックして [トランスフォー
ム セット ] ウィンドウに移動します。そのウィンドウで [ 追加 ] をクリック
し、新しいトランスフォーム セットを作成します。
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選択されたトランスフォーム セット

このカラムには、このプロファイルで使用されているトランスフォーム 
セットが表示されます。設定中のルータとトンネル先のルータが使用する
トランスフォーム セットについてネゴシエートできるように、複数のト
ランスフォーム セットを選択できます。

トランスフォーム セット
この画面では、トランスフォーム セットの表示、新しいトランスフォー
ム セットの追加、および既存のトランスフォーム セットの編集または削
除を行うことができます。トランスフォーム セットは、セキュリティ プ
ロトコルとアルゴリズムの特定の組み合わせです。IPSec セキュリティ ア
ソシエーションのネゴシエート時に、ピアは特定のデータ フローを保護
するために使用するトランスフォーム セットについて合意します。

複数のトランスフォーム セットを作成して、1 つの暗号マップ エントリ
で、これらのトランスフォーム セットを 1 つ以上指定できます。暗号マッ
プ エントリで定義されたトランスフォーム セットは、その暗号マップ エ
ントリのアクセス リストによって指定されたデータ フローを保護するた
めの IPSec セキュリティ アソシエーションのネゴシエーションで使用され
ます。

IKE との IPSec セキュリティ アソシエーションのネゴシエート時に、ピア
は両方のピアに設定されているトランスフォーム セットを探します。そ
のようなトランスフォーム セットが見つかると、そのトランスフォーム 
セットが選択され、両方のピアの IPSec セキュリティ アソシエーションの
要素として、保護するトラフィックに適用されます。

名前

トランスフォーム セットに付けられている名前です。

ESP 暗号化

Cisco CP では、次の ESP 暗号化タイプが認識されます。

 • ESP_DES ― DES（Data Encryption Standard）を使用する ESP
（Encapsulating Security Payload）。DES は、56 ビットの暗号化をサポー
トします。
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 • ESP_3DES ― トリプル DES を使用する ESP。これは、DES よりも強
力な暗号形式で、168 ビットの暗号化をサポートします。

 • ESP_AES_128 ― AES（Advanced Encryption Standard）を使用する 
ESP。暗号化には 128 ビットのキーが使用されます。AES は、DES よ
りも強力なセキュリティを提供し、3DES よりも計算効率が高くなり
ます。

 • ESP_AES_192 ― 192 ビット キーの AES 暗号化を使用する ESP。

 • ESP_AES_256 ― 256 ビット キーの AES 暗号化を使用する ESP。

 • ESP_NULL ― Null 暗号化アルゴリズム。ただし、暗号化トランス
フォームが使用されます。

 • ESP_SEAL ― 160 ビット暗号キーに基づく SEAL（Software Encryption 
Algorithm）暗号化アルゴリズムを使用する ESP。SEAL（Software 
Encryption Algorithm）は、ソフトウェアベースの DES（Data 
Encryption Standard）、3DES（トリプル DES）、および AES（Advanced 
Encryption Standard）に代わるアルゴリズムです。SEAL 暗号化では、
160 ビットの暗号キーが使用され、他のソフトウェアベースのアルゴ
リズムを使用する場合よりも CPU に与える影響は小さくなります。

ESP 整合性

使用されている整合性アルゴリズムを示します。このカラムに値が表示さ
れるのは、データの整合性と暗号化の両方を提供するようにトランス
フォーム セットが設定されている場合です。このカラムには、次のいず
れかの値が含まれます。

 • ESP-MD5-HMAC ― Message Digest 5 に基づく HMAC（ハッシュベー
スのメッセージ認証コード）を使用する ESP。

 • ESP-SHA-HMAC ― Security Hash Algorithm に基づく HMAC を使用す
る ESP。

AH 整合性

使用されている整合性アルゴリズムを示します。このカラムに値が表示さ
れるのは、データの整合性を提供して暗号化を提供しないようにトランス
フォーム セットが設定されている場合です。このカラムには、次のいず
れかの値が含まれます。

 • AH-MD5-HMAC ― Message Digest 5 を使用する AH。

 • AH-SHA-HMAC ― Security Hash Algorithm を使用する AH。
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IP 圧縮

IP データ圧縮が使用されるかどうかを示します。

注 ルータで IP 圧縮がサポートされていない場合は、このボックスは無効に
なります。

モード

このカラムには、次のいずれかの値が含まれます。

 • [ トンネル ] ― ヘッダーとデータの両方が暗号化されます。このモード
は VPN 設定で使用されます。

 • [ トランスポート ] ― データのみ暗号化されます。このモードは、暗号
化のエンドポイントと通信のエンドポイントが同じ場合に使用されま
す。

タイプ

[ ユーザ定義 ]、または [Cisco CP デフォルト ] のいずれかになります。

実行する操作

目的 手順

ルータの設定に新しいトランス
フォーム セットを追加する。

[追加 ] をクリックし、[トランスフォーム セットの追加 ] 
ウィンドウでトランスフォーム セットを作成する。
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トランスフォーム セットの追加 / 編集

このウィンドウでは、トランスフォーム セットを追加または編集します。

許容されるトランスフォームの組み合わせおよびトランスフォームの説明
については、「許容されるトランスフォームの組み合わせ」を参照してく
ださい。

注 • すべてのルータがすべてのトランスフォーム セット（暗号化タイプ）
をサポートしているわけではありません。サポートされていないトラ
ンスフォーム セットは、画面に表示されません。

 • Cisco CP がサポートしているすべてのトランスフォーム セットをすべ
ての IOS イメージがサポートしているわけではありません。IOS イ
メージでサポートされていないトランスフォーム セットは、画面に表
示されません。

 • ハードウェア暗号化が有効になっている場合は、ハードウェア暗号化
と IOS イメージの両方でサポートされているトランスフォーム セット
だけが画面に表示されます。

 • Easy VPN サーバでは、トンネル モードのみサポートされています。
トランスポート モードはサポートされていません。

既存のトランスフォーム セットを
編集する。

トランスフォーム セットを選択し、[ 編集 ] をクリック
する。次に、[ トランスフォーム セットの編集 ] ウィン
ドウでトランスフォーム セットを編集する。

注 Cisco CP デフォルト トランスフォーム セットは
読み取り専用で編集できません。

既存のトランスフォーム セットを
削除する。

トランスフォーム セットを選択し、[ 削除 ] をクリック
する。

注 Cisco CP デフォルト トランスフォーム セットは
読み取り専用で削除できません。

目的 手順
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 • Easy VPN サーバでは、ESP 暗号化を使用するトランスフォーム セッ
トのみサポートされています。AH アルゴリズムはサポートされてい
ません。

 • Easy VPN サーバでは、ESP-SEAL 暗号化はサポートされていません。

このトランスフォーム セットの名前

どのような名前でも指定できます。この名前は、ピアが使用するトランス
フォーム セットの名前と一致する必要はありませんが、同じ名前にして
おくと便利です。

データ整合性と暗号化（ESP）

ESP（Encapsulating Security Payload）のデータ整合性と暗号化を提供する
場合に選択します。

整合性アルゴリズム

次のいずれかを選択します。

 • [ESP_MD5_HMAC]。Message Digest 5 を使用する ESP

 • [ESP_SHA_HMAC]Security Hash Algorithm を使用する ESP

暗号化

Cisco CP では、次の ESP 暗号化タイプが認識されます。

 • ESP_DES。DES（Data Encryption Standard）を使用する ESP
（Encapsulating Security Payload）。DES は、56 ビットの暗号化をサポー
トします。

 • ESP_3DES。トリプル DES を使用する ESP。これは、DES よりも強力
な暗号形式で、168 ビットの暗号化をサポートします。

 • ESP_AES_128。AES（Advanced Encryption Standard）を使用する ESP。
暗号化には 128 ビットのキーが使用されます。AES は、DES よりも強
力なセキュリティを提供し、3DES よりも計算効率が高くなります。

 • ESP_AES_192。192 ビット キーの AES 暗号化を使用する ESP。

 • ESP_AES_256。256 ビット キーの AES 暗号化を使用する ESP。
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 • ESP_SEAL。160 ビット暗号キーに基づく Software Encryption 
Algorithm（SEAL）暗号化アルゴリズムを使用する ESP。SEAL

（Software Encryption Algorithm）は、ソフトウェアベースの DES
（Data Encryption Standard）、3DES（トリプル DES）、および AES
（Advanced Encryption Standard）に代わるアルゴリズムです。SEAL 暗
号化では、160 ビットの暗号キーが使用され、他のソフトウェアベー
スのアルゴリズムを使用する場合よりも CPU に与える影響は小さくな
ります。

 • ESP_NULL。Null 暗号化アルゴリズム。ただし、暗号化トランス
フォームが使用されます。

注 使用可能な ESP 暗号化タイプは、ルータによって異なります。設定する
ルータのタイプによっては、これらのタイプの 1 つ以上が使用できない場
合があります。

暗号化なしのデータとアドレスの整合性（AH）

[ 詳細の表示 ] をクリックすると、このチェック ボックスとその下のフィー
ルドが表示されます。

ルータで AH（認証ヘッダー）データとアドレスの整合性を提供する場合
に選択します。認証ヘッダーは暗号化されません。

整合性アルゴリズム

次のいずれかを選択します。

 • [AH_MD5_HMAC] ― Message Digest 5 を使用する AH。

 • [AH_SHA_HMAC] ― Security Hash Algorithm を使用する AH。

モード

暗号化するトラフィック部分を選択します。

 • [ トランスポート（データのみ暗号化）] ― トランスポート モードは、
両方のエンドポイントが IPSec をサポートしている場合に使用され、
オリジナルの IP ヘッダーの後に AH または ESP を配置します。した
がって、IP ペイロードだけが暗号化されます。この方法を使用する
と、ユーザは Quality Of-Service（QoS）コントロールなどのネット
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ワーク サービスを暗号化したパケットに適用できます。トランスポー
ト モードは、データの宛先が常にリモート VPN ピアである場合のみ
使用してください。

 • [ トンネル（データと IP ヘッダーの暗号化）] ― トンネル モードでは、
トランスポート モードより強力な防御ができます。IP パケット全体を 
AH または ESP 内にカプセル化するので、新しい IP ヘッダーを添付し
て、データグラム全体をカプセル化できます。トンネル モードでは、
ルータなどのネットワーク デバイスを複数の VPN ユーザの IPsec プロ
キシとして機能させることができます。このモードはそのような設定
でのみ使用してください。

IP 圧縮（COMP-LZS）

データ圧縮を使用する場合に選択します。

注 IP 圧縮をサポートしていないルータもあります。ルータで IP 圧縮がサ
ポートされていない場合は、このボックスは無効になります。

IPSec ルール
このウィンドウには、このルータに設定されている IPSec ルールが表示さ
れます。IPSec ルールでは、IPSec で暗号化するトラフィックを定義しま
す。ウィンドウの上部には、定義されているアクセス ルールのリストが
表示されます。下の部分には、ルール リストで選択されているアクセス 
ルールのエントリが表示されます。

IPSec ルールには、IP アドレスとサービスタイプ情報が含まれます。ルー
ルで指定された条件に一致するパケットは暗号化されます。条件に一致し
ないパケットは暗号化されません。

名前 / 番号

このルールの名前または番号です。

使用元

このルールが使用される暗号マップです。
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タイプ

IPSec ルールでは、送信元と宛先の両方を指定する必要があり、パケット
に含まれているトラフィック タイプも指定できなければなりません。し
たがって、IPSec ルールは拡張ルールです。

説明

ルールの説明が入力されている場合はそれが表示されます。

アクション

[ 許可 ] または [ 拒否 ] のいずれかになります。[ 許可 ] の場合、このルールの
条件に一致するパケットは暗号化によって保護されます。[ 拒否 ] の場合、
条件に一致しないパケットは暗号化されません。詳細については、「キー
ワード「許可」と「拒否」の意味」を参照してください。

送信元

トラフィックの送信元を示す IP アドレスまたはキーワードです。any は、
送信元がどのような IP アドレスでもよいことを示します。このカラムに
は、IP アドレスだけが表示されることもあれば、後ろにワイルドカード 
マスクが表示されることもあります。ワイルドカード マスクは、送信元 
IP アドレスが一致しなければならない IP アドレス部分を示します。詳細
については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

宛先

トラフィックの宛先を示す IP アドレスまたはキーワードです。any は、宛
先がどのような IP アドレスでもよいことを示します。このカラムには、
IP アドレスだけが表示されることもあれば、後ろにワイルドカード マス
クが表示されることもあります。ワイルドカード マスクは、宛先 IP アド
レスが一致しなければならない IP アドレス部分を示します。

サービス

パケットに含まれなければならないトラフィックのタイプです。
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実行する操作

目的 手順

特定のルールのアクセス ルール エ
ントリを表示する。

ルール リストからルールを選択する。そのルールのエ
ントリが下のボックスに表示される。

IPSec ルールを追加する。 [ 追加 ] をクリックし、表示されたルール ウィンドウで
ルールを作成する。

IPSec ルールを削除する。 ルール リストでルールを選択して [ 削除 ] をクリックす
る。

特定のルール エントリを削除する。 ルール リストでルールを選択して [ 編集 ] をクリックす
る。表示されたルール ウィンドウでエントリを削除す
る。

インターフェイスに IPSec ルールを
適用する。

[ インターフェイス設定 ] ウィンドウでルールを適用す
る。
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インターネット キー交換

この章の各トピックでは、インターネット キー交換（IKE）の設定画面に
ついて説明します。

インターネット キー交換（IKE）
インターネット キー交換（IKE）は、認証された安全な通信の準備を行う
ための標準方式です。IKE は、ネットワーク上の 2 つのホスト間でセッ
ション キー（およびそれに関連付けられた暗号とネットワーク設定）を
確立します。

Cisco CP では、認証中にピア ID を保護する IKE ポリシーが作成されます。
また、ピアが交換する事前共有キーも作成できます。

実行する操作

目的 手順

IKE についての理解を深める。 「IKE に関する詳細情報」を参照する。

IKE を有効にする。

IKE ネゴシエーションを使用するために VPN 接続
で IKE を有効にする必要がある。

[グローバル設定 ] をクリックし、[編集 ] 
をクリックして、IKE を有効にし、さ
らにその他の IKE のグローバル設定を
行う。
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インターネット キー交換（IKE）
IKE ポリシー

IKE ネゴシエーションは保護する必要があるので、個々の IKE ネゴシエー
ションは、各ピアが共通の（共有）IKE ポリシーに同意することから始ま
ります。このポリシーにより、以降の IKE ネゴシエーションを保護するた
めに使用されるセキュリティ パラメータが指定されます。このウィンド
ウには、ルータに設定されている IKE ポリシーが表示されており、ルータ
の設定内で IKE ポリシーを追加、編集、または削除できます。IKE ポリ
シーがルータに設定されていない場合、このウィンドウにはデフォルト 
IKE ポリシーが表示されます。

2 つのピアがポリシーについて同意した後、各ピアで確立されているセ
キュリティ アソシエーションによって、そのポリシーのセキュリティ パ
ラメータが特定されます。これらのセキュリティ アソシエーションは、
ネゴシエーション中にこれ以降のすべての IKE トラフィックに提供されま
す。

このリスト内の IKE ポリシーは、すべての VPN 接続で利用できます。

IKE のポリシーを作成する。

Cisco CP は、デフォルトの IKE ポリシーを提供する
が、ピアが同じポリシーを保持している保証はな
い。ピアが受け入れることができる IKE ポリシーを
ルータが提示できるように、他の IKE ポリシーを設
定する必要がある。

[VPN] ツリーの [IKE ポリシー ] ノード
をクリックする。詳細については、

「IKE ポリシー」を参照。

事前共有キーを作成する。

IKE が使用されている場合、両端のピアは事前共有
キーを交換して相互に認証する必要がある。

[VPN] ツリーの [ 事前共有キー ] ノード
をクリックする。詳細については、

「IKE 事前共有キー」を参照。

IKE プロファイルを作成する。 [VPN] ツリーの [IKE プロファイル ] 
ノードをクリックする。詳細について
は、「IKE プロファイル」を参照。

目的 手順
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インターネット キー交換（IKE） 
優先順位

このポリシーの、設定されている他の IKE ポリシーに対する優先順位を指
定する整数値です。ルータで優先的に使用する IKE ポリシーには、 小の
数字を割り当てます。ルータは、ネゴシエーション中にこのポリシーを
初に提示します。

暗号化

この IKE ポリシーとの通信に使用する必要がある暗号化のタイプです。

ハッシュ

ネゴシエーションに使用される認証アルゴリズムです。次のいずれかの値
を設定できます。

 • SHA（Secure Hash Algorithm）

 • MD5（Message Digest 5）

認証

使用される認証方式です。

 • 事前共有 ― 認証は事前共有キーを使用して実行されます。

 • RSA_SIG ― 認証はデジタル証明書を使用して実行されます。

タイプ

[SDM_DEFAULT] または [ ユーザ定義 ] のいずれかになります。
SDM_DEFAULT ポリシーは編集できません。
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インターネット キー交換（IKE）
実行する操作

目的 手順

IKE ポリシーについての理解を深め
る。

「IKE ポリシーに関する詳細情報」を参照する。

IKE ポリシーをルータの設定に追加
する。

Cisco CP は、デフォルトの IKE ポ
リシーを提供するが、ピアが同じポ
リシーを保持している保証はない。
ピアが受け入れることができる IKE 
ポリシーをルータが提示できるよう
に、他の IKE ポリシーを設定する
必要がある。

[ 追加 ] をクリックし、[IKE ポリシーの追加 ] ウィンドウ
で新しい IKE ポリシーを設定する。

既存の IKE ポリシーを編集する。 編集する IKE ポリシーを選択して [ 編集 ] をクリックす
る。次に、[IKE ポリシーの編集 ] ウィンドウで IKE ポリ
シーを編集する。

デフォルト IKE ポリシーは読み取り専用なので編集で
きない。

IKE ポリシーをルータの設定から削
除する。

削除する IKE ポリシーを選択して [ 削除 ] をクリックす
る。

IKE ポリシーの追加 / 編集

このウィンドウでは、IKE ポリシーを追加または編集します。

注 • すべてのルータがすべての暗号化タイプをサポートしているわけでは
ありません。サポートされていないタイプは、画面に表示されませ
ん。

 • Cisco CP がサポートしている暗号化タイプには、IOS イメージでサ
ポートしていないものもあります。IOS イメージでサポートされてい
ないタイプは、画面に表示されません。
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 • ハードウェア暗号化が有効になっている場合は、ハードウェア暗号化
と IOS イメージの両方でサポートされている暗号化タイプだけが画面
に表示されます。

優先順位

このポリシーの、設定されている他の IKE ポリシーに対する優先順位を指
定する整数値です。ルータで優先的に使用する IKE ポリシーには、 小の
数字を割り当てます。ルータは、ネゴシエーション中にこのポリシーを
初に提示します。

暗号化

この IKE ポリシーとの通信に使用する必要がある暗号化のタイプです。
Cisco CP は、さまざまなタイプの暗号化をサポートしています。これらは
安全性が高い順にリスト表示されています。暗号化タイプが安全であるほ
ど、処理時間が長くなります。

注 ルータでサポートされていない暗号化タイプは、リストに表示されませ
ん。

Cisco CP では、次のタイプの暗号化がサポートされています。

 • DES（Data Encryption Standard） ― この暗号形式は 56 ビットの暗号化
をサポートします。

 • 3DES（Triple Data Encryption Standard） ― DES よりも強力な暗号形式
で、168 ビットの暗号化をサポートします。

 • AES-128 ― 128 ビット キーを使用する Advanced Encryption Standard
（AES）暗号化。AES は、DES よりも強力なセキュリティを提供し、
トリプル DES よりも計算効率が高くなります。

 • AES-192 ― 192 ビット キーを使用する Advanced Encryption Standard
（AES）暗号化。

 • AES-256 ― 256 ビット キーを使用する Advanced Encryption Standard
（AES）暗号化。
19-5
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 19 章     インターネット キー交換        

インターネット キー交換（IKE）
ハッシュ

ネゴシエーションに使用される認証アルゴリズムです。次の 2 つのオプ
ションがあります。

 • SHA（Secure Hash Algorithm）

 • MD5（Message Digest 5）

認証

使用される認証方式です。

 • 事前共有 ― 認証は事前共有キーを使用して実行されます。

 • RSA_SIG ― 認証はデジタル証明書を使用して実行されます。

D-H グループ

Diffie-Hellman（D-H）グループです。Diffie-Hellman は、2 つのルータ間
で安全ではない通信チャネルを使用して秘密情報を共有できるようにする
パブリック キー暗号プロトコルです。オプションは次のとおりです。

 • グループ 1 ― 768 ビットの D-H グループ。D-H グループ 1。

 • グループ 2 ― 1,024 ビットの D-H グループ。D-H グループ 2。このグ
ループは、グループ 1 よりも強力なセキュリティを提供しますが、処
理時間が長くなります。

 • グループ 5 ― 1,536 ビットの D-H グループ。D-H グループ 5。このグ
ループは、グループ 2 よりも強力なセキュリティを提供しますが、処
理時間が長くなります。

注 • ルータでグループ 5 がサポートされていない場合は、グループ 5 はこ
のリストには表示されません。

 • Easy VPN サーバでは、D-H グループ 1 はサポートされていません。

ライフ タイム

セキュリティ アソシエーションのライフタイムを時、分、秒で指定しま
す。デフォルト値は 1 日（24:00:00）です。
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IKE 事前共有キー

このウィンドウでは、ルータの設定内の IKE 事前共有キーを追加、編集、
または削除できます。事前共有キーは、IKE ネゴシエーション中にリモー
ト ピアと交換されます。両方のピアで同じキーを設定する必要がありま
す。

アイコン

事前共有キーが読み取り専用の場合は、このカラムに読み取り
専用アイコンが表示されます。事前共有キーは、no-xauth CLI 
オプションが設定されている場合のみ読み取り専用になりま
す。

ピア IP/ 名前

このキーを共有しているピアの IP アドレスまたは名前です。IP アドレス
を指定する場合は、ネットワークまたはサブネットワークのすべてのピア
を指定することも、個別のホストだけを指定することもできます。名前を
指定した場合は、その名前のピアだけがキーを共有します。

ネットワーク マスク

ネットワーク マスクは、ピアの IP アドレスのどの部分がネットワーク ア
ドレスに使用され、どの部分がホスト アドレスに使用されるかを指定し
ます。ネットワーク マスク 255.255.255.255 は、ピア IP アドレスが、特定
のホストのアドレスであることを示します。 下位バイトに 0 を含むネッ
トワーク マスクは、ピア IP アドレスが、ネットワークまたはサブネット 
アドレスであることを示します。たとえば、ネットワーク マスク 
255.255.248.0 は、アドレスの 初の 22 ビットがネットワーク アドレスに
使用され、 後の 10 ビットがそのアドレスのホスト部分であることを示
します。
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事前共有キー

事前共有キーは、Cisco CP のウィンドウでは確認できません。事前共有
キーについて確認する必要がある場合は、[ 表示 ] > [ 実行コンフィギュレー
ション ] の順に選択します。これにより、実行コンフィギュレーションが
表示されます。このキーは、crypto isakmp key コマンドで確認することも
できます。

目的 手順

ルータの設定に事前共有キーを追加
する。

[ 追加 ] をクリックし、[ 新しい事前共有キーの追加 ] ウィ
ンドウで事前共有キーを追加する。

事前共有キーを編集する。 事前共有キーを選択し、[ 編集 ] をクリックする。次に、
[ 事前共有キーの編集 ] ウィンドウでキーを編集する。

事前共有キーを削除する。 事前共有キーのエントリを選択して、[ 削除 ] をクリック
する。

事前共有キーの追加 / 編集 
このウィンドウでは、事前共有キーを追加または編集します。

キー

これは、リモート ピアと交換する英数字の文字列です。同じキーをリ
モート ピアで設定する必要があります。このキーは推測が難しいものに
してください。事前共有キーでは、疑問符（?）およびスペースを使用し
てはなりません。

キーの再入力

確認のために、[ キー ] フィールドに入力したものと同じ文字列を再入力し
ます。

ピア

キーを特定のホストに適用する場合は、[ ホスト名 ] を選択します。ネット
ワークまたはサブネットワークを指定する場合、またはホスト名を IP ア
ドレスに変換する DNS サーバがないために特定のホストの IP アドレスを
入力する場合は、[IP アドレス ] を選択します。
19-8
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 19 章     インターネット キー交換

インターネット キー交換（IKE） 
ホスト名

このフィールドは、[ ピア ] フィールドで [ ホスト名 ] を選択した場合に表示
されます。ピアのホスト名を入力します。ネットワーク上に、ホスト名を 
IP アドレスに解決できる DNS サーバが必要です。

IP アドレス / サブネット マスク

これらのフィールドは、[ ピア ] フィールドで [IP アドレス ] を選択した場合
に表示されます。[IP アドレス ] フィールドにネットワークまたはサブネッ
トの IP アドレスを入力します。このネットワークまたはサブネット内の
すべてのピアに事前共有キーが適用されます。詳細については、「IP アド
レスとサブネット マスク」を参照してください。

入力した IP アドレスが特定のホストのアドレスではなくサブネット アド
レスの場合は、サブネット マスクを入力します。

ユーザ認証（Xauth）

サイト間 VPN ピアでその認証に Xauth を使用する場合は、このチェック 
ボックスを選択します。VPN グローバル設定で Xauth 認証が有効になって
いる場合は、Easy VPN 接続だけでなくサイト間ピアでも有効になります。

IKE プロファイル

IKE プロファイルは ISAKMP プロファイルとも呼ばれ、これを使用する
と、1 つ以上の IPSec トンネルに関連付けることのできる IKE パラメータ
のセットを定義できます。IKE プロファイルは、ID 一致条件の概念によっ
て一意に識別される受信 IPSec 接続に対し、パラメータを適用します。こ
れらの条件は受信 IKE 接続が提示する IKE ID に基づき、IP アドレス、完
全修飾ドメイン名（FQDN）、およびグループ（仮想プライベート ネット
ワーク [VPN] リモート クライアント グループ）によって構成されます。

ISAKMP プロファイルの詳細、および Cisco IOS CLI によるこの設定方法
については、Cisco.com で次のパスに従って移動してください。

[Products and Services] > [Cisco IOS Software] > [Cisco IOS Security] > [Cisco 
IOS IPSec] > [Product Literature] > [White Papers] > [ISAKMP Profile 
Overview]
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インターネット キー交換（IKE）
IKE プロファイル

画面の [IKE プロファイル ] エリアには、設定された IKE プロファイルが一
覧表示されます。これには、プロファイル名、この IKE プロファイルを使
用する IPSec プロファイル、およびプロファイルの説明（入力されている
場合）が表示されます。選択した IKE プロファイルを使用する IPSec プロ
ファイルが存在しない場合は、[ 使用元 ] カラムには < なし > と表示されま
す。

このウィンドウで IKE プロファイルを作成すると、作成したプロファイル
がリストに表示されます。Easy VPN サーバ ウィザードを使用して設定を
作成すると、IKE プロファイルが自動的に作成され、Cisco CP によって名
前が付けられ、このリストに表示されます。

IKE プロファイルの詳細

画面の詳細エリアでは、選択したプロファイルの設定値が一覧表示されま
す。このエリアを使用すると、[ 編集 ] ボタンをクリックして追加ダイアロ
グボックスを表示することなく、詳細情報を表示できます。変更を加える
には、[ 編集 ] をクリックして、表示されたダイアログボックスで必要な変
更を行います。このエリアの各項目の詳細については、「IKE プロファイ
ルの追加 / 編集」を参照してください。

IKE プロファイルの追加 / 編集

このダイアログボックスでは、必要な情報を入力して設定を行い、IKE プ
ロファイルを作成し、これに仮想トンネル インターフェイスを関連付け
ます。

フィールド リファレンス

表 19-1 に、この画面のフィールドの説明を示します。
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表 19-1 IKE プロファイルの追加 / 編集のフィールド

項目 説明

IKE プロファイル名 この IKE プロファイルの名前を入力します。プロファイルの
編集時には、このフィールドは無効になります。

ID タイプの一致 IKE プロファイルには、IKE 接続パラメータの適用先の送受
信接続をルータが識別できるようにするための、一致条件が
含まれています。ここで、一致条件を VPN グループに適用す
ることができます。グループは、[ID タイプの一致 ] フィール
ドで自動的に選択されます。

この IKE プロファイルに関連
付ける VPN グループを追加し
ます。

一致条件に追加するグループのリストを作成します。追加し
たグループが表示されます。

 • [追加 ] ― 次のオプションを含むメニューを表示するには、
[ 追加 ] をクリックします。

 – [ 外部グループ名の追加 ] ― ルータに設定されていな
いグループの名前を追加する場合は、[ 外部グループ
名の追加 ] を選択して、表示されるダイアログにその
名前を入力します。

 – [ ローカル グループから選択 ] ― ルータに設定されて
いるグループの名前を追加する場合は、[ ローカル グ
ループから選択 ] を選択します。表示されるダイアロ
グで、追加するグループの横にあるチェック ボック
スを選択します。すべてのローカル グループが他の 
IKE プロファイルで使用されている場合は、すべての
グループがすでに選択されていることを示すメッセー
ジが表示されます。

 • [ 削除 ] ― リストからグループを削除するには、そのグ
ループを選択し、[ 削除 ] をクリックします。

仮想トンネル インターフェイ
ス

[ 仮想トンネル インターフェイス ] リストでは、この IKE プロ
ファイルを関連付ける仮想トンネル インターフェイスを選択
します。仮想トンネル インターフェイスを作成するには、[ 追
加 ] をクリックして、表示されたダイアログでインターフェイ
スを新規作成します。
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モード設定 次のいずれかのオプションを選択して、Easy VPN サーバが
モード設定要求を処理する方法を指定します。

 • [応答 ] ― Easy VPN サーバを使用してモード設定要求に応
答する場合は、[ モード設定 ] フィールドの [ 応答 ] を選択
します。

 • [開始 ] ― Easy VPN サーバを使用してモード設定要求を開
始する場合は、[ 開始 ] を選択します。

 • [ 両方 ] ― モード設定要求の開始と応答の両方に、Easy 
VPN サーバを使用する場合は、[ 両方 ] を選択します。

グループ ポリシー検索許可ポ
リシー

AAA サーバ上のグループ ポリシー情報へのアクセスを制御
する許可ポリシーを指定します。

 • [ デフォルト ] ― グループ ポリシー検索情報へのアクセス
を許可する場合は、[ デフォルト ] を選択します。

 • [ ポリシー名 ] ― ポリシーを指定する場合は、リストから
既存のポリシーを選択します。

 • [ 追加 ] ― 表示されたダイアログでポリシーを作成する場
合は、[ 追加 ] をクリックします。

ユーザ認証ポリシー XAuth ログインを許可する場合、または XAuth ログインに使
用するユーザ認証を指定する場合は、[ ユーザ認証ポリシー ] 
を選択します。次のいずれかのオプションを選択します。

 • [ デフォルト ] ― XAuth ログインを許可する場合は、[ デ
フォルト ] を選択します。

 • [ ポリシー名 ] ― ルータ上でポリシーが設定されている場
合は、リストから使用するポリシーを選択できます。

表示されたダイアログでポリシーを作成し、この IKE ポリ
シーで使用する場合は、[ 追加 ] をクリックします。

表 19-1 IKE プロファイルの追加 / 編集のフィールド

項目 説明
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デッド ピア検出 ルータからデッド ピア検知（DPD）メッセージを Easy VPN 
リモート クライアントに送信できるようにするには、[ デッド 
ピア検出 ] をクリックします。クライアントが DPD メッセー
ジに応答しないと、そのクライアントとの接続は解除されま
す。

 • [ キープアライブ間隔 ] ― DPD メッセージの間隔を秒単位
で指定します。範囲は 10 ～ 3,600 秒です。

 • [ リトライ間隔 ] ― DPD メッセージの送信に失敗した場合
の再試行間隔を秒単位で指定します。範囲は 2 ～ 60 秒で
す。

デッド ピア検出では、管理者の介入なしに接続を管理できま
すが、接続を維持するために両方のピアで処理する必要があ
る追加のパケットが生成されます。

PKI 証明書フィールドに基づ
いて、RADIUS サーバから
ユーザ属性をダウンロードし
ます。

モード設定時に Easy VPN サーバが RADIUS サーバからユー
ザ固有属性をダウンロードし、クライアントに通知するよう
に設定するには、このオプションを選択します。Easy VPN 
サーバはクライアントのデジタル証明書からユーザ名を取得
します。

このオプションは、次の場合に表示されます。

 • ルータが Cisco IOS 12.4(4)T 以降のイメージを実行してい
る場合。

 • IKE ポリシー設定でデジタル証明書認証を選択した場合。

 • RADIUS または RADIUS およびローカル グループ許可を
選択した場合。

説明 追加または編集している IKE プロファイルの説明を追加でき
ます。

表 19-1 IKE プロファイルの追加 / 編集のフィールド

項目 説明
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第 章20

パブリック キー インフラストラ
クチャ

PKI 関連のウィンドウでは、エンロールメント要求や RSA キーの生成、
およびキーや証明書の管理を行うことができます。Simple Certificate 
Enrollment Process（SCEP）を使用して、エンロールメント要求や RSA 
キー ペアを作成したり、証明書をオンラインで受け取ったり、認証機関

（CA）サーバにオフラインで送信できるエンロールメント要求を作成する
ことができます。

証明書取得のためのの登録に Secure Device Provisioning（SDP）を使用す
る場合は、「Secure Device Provisioning」を参照してください。

証明書ウィザード
このウィンドウでは、実行する登録のタイプを選択できます。また、登録
を開始する前に実行する必要がある設定タスクや、登録前に実行すること
を Cisco が推奨しているタスクが通知されます。登録プロセスを開始する
前にそれらのタスクを完了すると、発生する可能性がある問題を防止する
のに役立ちます。

登録方法を選択すると、Cisco CP はその方法でエンロールメント要求を生
成します。
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証明書ウィザード
必須タスク

登録プロセスを開始する前に必要な設定タスクが Cisco CP によって検出さ
れると、そのタスクがこのボックスに通知されます。アラート テキスト
の横にはリンクが表示されます。このリンクを使って Cisco CP の適切な画
面に移動し、設定タスクを行うことができます。必要な設定タスクが検出
されなかった場合、このボックスは表示されません。通知される可能性が
ある必須タスクについては、「PKI 設定の必須タスク」で説明しています。

SCEP（Simple Certificate Enrollment Protocol）

ルータと認証機関（CA）サーバの間に直接接続を確立できる場合は、こ
のボタンをクリックします。このとき、サーバのエンロールメント URL 
がわかっていることが必要です。次の処理がウィザードによって行われま
す。

 • ユーザから情報を収集してトラストポイントを設定し、ルータに配信
する。

 • トラストポイントにある指定の CA サーバで登録を開始する。

 • CA サーバが利用可能な場合、ユーザが確認できるように CA サーバの
フィンガープリントを表示する。

 • ユーザが CA サーバのフィンガープリントを確認すると、登録を完了
する。

カット & ペースト /PC からインポート

ルータと CA サーバの間に直接接続を確立できない場合や、生成されるエ
ンロールメント要求を後で別途 CA に送信する場合は、このボタンをク
リックします。生成したエンロールメント要求は、別の機会に CA に送信
することもできます。カット & ペースト登録を行う場合は、デジタル証
明書ウィザードを起動して要求を生成します。その後、CA サーバとルー
タの証明書を取得してから、このウィザードをもう一度起動します。

注 Cisco CP では、BASE64 エンコード PKCS#10 タイプのカット & ペースト
登録のみがサポートされます。PEM および PKCS#12 タイプの証明書登録
のインポートは Cisco CP ではサポートされません。
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証明書ウィザード
選択したタスクを実行するボタン

クリックすると、ウィザードが開始され、選択したタイプの登録が行われ
ます。登録を開始する前に実行する必要がある必須タスクが検出された場
合、このボタンは無効になります。そのタスクが実行されると有効になり
ます。

SCEP ウィザードへようこそ

この画面は、SCEP ウィザードの 初のページを示しています。Simple 
Certificate Enrollment Process を使用しない場合は、[ キャンセル ] をクリッ
クしてこのウィザードを終了します。

このウィザードが終了し、コマンドがルータに配信されると、CA サーバ
へのアクセスが試行されます。CA サーバへのアクセスに成功すると、
サーバのデジタル証明書を示すメッセージ ウィンドウが表示されます。

CA（認証機関）情報

このウィンドウでは、CA サーバを識別するための情報を指定します。
チャレンジ パスワードを指定することもできます。このパスワードは要
求とともに送信されます。

注 この画面に入力した情報は、トラストポイントの生成に使用されます。ト
ラストポイントが生成されるとき、取り消し確認方法としてはデフォルト
の CRL が使用されます。SCEP ウィザードを使用して既存のトラストポイ
ントを編集しようとしたときに、OCSP などの CRL 以外の取り消し方法が
すでにそのトラストポイントに指定されていた場合、取り消し方法は変更
されません。取り消し方法を変更する必要がある場合は、[ ルータ証明書 ] 
ウィンドウを表示し、設定済みのトラストポイントを選択して、[ 取り消
しの確認 ] ボタンをクリックします。

CA サーバのニックネーム

CA サーバのニックネームとは、現在設定中のトラストポイントの識別子
のことです。トラストポイントを区別するのに役立つ名前を入力します。
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証明書ウィザード
エンロールメント URL

SCEP 登録を行おうとしている場合は、CA サーバのエンロールメント 
URL をこのフィールドに入力する必要があります。たとえば、次のよう
に入力します。

http://CAuthority/enrollment

入力する URL は、文字列「http://」で始まっている必要があります。登録
プロセスを開始する前に、ルータを CA サーバに接続できることを確認し
てください。

このフィールドは、カット & ペースト登録を行おうとしている場合は表
示されません。

チャレンジ パスワードとチャレンジ パスワードの確認

証明書を取り消す必要が生じた場合に備えて、チャレンジ パスワードを 
CA に送信しておくことができます。一部の CA サーバでは、取り消しパ
スワードが空白の場合に、証明書が発行されないため、チャレンジ パス
ワードを送信することをお勧めします。チャレンジ パスワードを使用す
る場合は、使用するパスワードを入力し、確認用のフィールドにそのパス
ワードをもう一度入力します。チャレンジ パスワードは、エンロールメ
ント要求とともに送信されます。セキュリティ上の理由から、チャレンジ 
パスワードはルータのコンフィギュレーション ファイル内では暗号化さ
れます。そのため、パスワードを書き留め、忘れない場所に保管しておく
ことをお勧めします。

このパスワードも、チャレンジ パスワードと呼ばれます。

詳細オプション ボタン

詳細オプションを使用すると、ルータから CA サーバにアクセスできるよ
うにするための情報を詳しく指定できます。

詳細オプション

このウィンドウでは、ルータから CA サーバにアクセスできるようにする
ための情報を詳しく指定できます。
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証明書ウィザード
HTTP プロキシ /HTTP ポート

エンロールメント要求がプロキシ サーバ経由で送信される場合は、プロ
キシ サーバの IP アドレスと、プロキシ要求に使用するポート番号を、こ
れらのフィールドに入力します。

証明書のサブジェクト名属性

オプションの情報のうち、証明書に含める必要があるものを指定します。
証明書要求に含めるように指定した情報は、すべて証明書内に追加されま
す。また、ルータがその証明書を送信した相手すべてが、その情報を参照
できます。

ルータの FQDN（完全修飾ドメイン名）を証明書に含める

証明書には、ルータの完全修飾ドメイン名を含めることをお勧めします。
ルータの完全修飾ドメイン名を証明書要求に含める場合は、このチェック 
ボックスを選択します。

注 ルータで実行されている Cisco IOS イメージがこの機能をサポートしてい
ない場合、このチェック ボックスは無効になります。

FQDN
チェック ボックスを選択した場合、ルータの FQDN をこのフィールドに
入力します。FQDN の例を次に示します。

sjrtr.mycompany.net

ルータの IP アドレスを含める

ルータに設定されている有効な IP アドレスを証明書要求に含める場合に
選択します。このチェック ボックスを選択した場合は、IP アドレスを手
動で入力するか、目的の IP アドレスを持つインターフェイスを選択しま
す。
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証明書ウィザード
IP アドレス

IP アドレスを入力する場合にクリックします。表示されるフィールドに、
ルータに設定されている IP アドレスを入力してください。ルータに設定
されている IP アドレスか、ルータに割り当てられた IP アドレスを入力し
ます。

インターフェイス

証明書要求に含める IP アドレスが与えられているルータ インターフェイ
スを選択します。

ルータのシリアル番号を含める

ルータのシリアル番号を証明書に含める場合は、このチェック ボックス
を選択します。

その他の件名属性

このウィンドウに入力した情報は、エンロールメント要求内に追加されま
す。CA では、X.500 標準に基づいてデジタル証明書の情報の保存や管理
が行われます。各フィールドはいずれもオプションのフィールドです。た
だし、できる限り情報を入力することをお勧めします。

共通名（cn）

証明書に含める共通名を入力します。この名前は X.500 ディレクトリで証
明書を検索するために使用されます。

組織単位（ou）

証明書に含める組織単位または部門名を入力します。たとえば、「開発」
や「エンジニアリング」は組織単位です。

組織（o）

組織名または会社名を入力します。入力するのは、X.500 準拠の組織名で
す。
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RSA キー 
都道府県（st）

ルータまたは組織が存在する都道府県を入力します。

国（c）

ルータまたは組織が存在する国を入力します。

電子メール（e）

ルータ証明書に含める電子メール アドレスを入力します。

注 ルータで実行されている Cisco IOS イメージがこの属性をサポートしてい
ない場合、このフィールドは無効になります。

RSA キー
エンロールメント要求には RSA パブリック キーを含める必要があります。
証明書が交付されるとそのパブリック キーが証明書に追加され、ピアで
はそのキーを使用してルータへの送信データを暗号化できるようになりま
す。対応するプライベート キーは、ルータで保持され、ピアから送信さ
れたデータの解読に使用されます。また、ピアとのネゴシエーションの際
に、トランザクションへのデジタル署名に使用されます。

新しいキー ペアの生成

証明書に含めるキーを新しく生成する場合は、このボタンをクリックしま
す。キー ペアを生成するときには、モジュラスを指定してキー サイズを
決定する必要があります。新しいキーは、ウィザードが終了したときに 
[RSA キー ] ウィンドウに表示されます。

モジュラス

キーのモジュラス値を入力します。モジュラス値を 512 ～ 1,024 の範囲内
の値にする場合は、64 の倍数（整数値）を入力します。1,024 より大きい
値にする場合は、「1,536」または「2,048」を入力できます。512 以上の値
を入力すると、キーの生成に 1 分以上かかる場合があります。
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要約
このモジュラス値に応じてキーのサイズが決まります。モジュラス値を大
きくするとキーの安全性が高まります。ただし、モジュラス値が大きくな
るとキーの生成にかかる時間が長くなり、キーのサイズが大きくなると暗
号化処理と解読処理にかかる時間が長くなります。

暗号化と署名に対して個別にキー ペアを生成する

Cisco CP で作成されるキー ペアは、デフォルトでは暗号化と署名の両方に
使用される汎用キー ペアです。文書の暗号化用と署名用にそれぞれ別個
のキー ペアを生成する場合は、このチェック ボックスを選択します。暗
号化用の特殊用途キーと署名用の特殊用途キーが生成されます。

既存の RSA キー ペアを使用する

既存のキー ペアを使用する場合は、このボタンをクリックし、使用する
キーをドロップダウン リストから選択します。

USB トークンへの保存

RSA キーと証明書を、ルータに接続した USB トークンに保存する場合は、
[ セキュリティ保護された USB トークンにキーと証明書を保存 ] チェック 
ボックスを選択します。このチェック ボックスは、ルータに USB トーク
ンが接続されている場合のみ表示されます。

[USB トークン ] ドロップダウン メニューから、USB トークンを選択しま
す。選択した USB トークンにログインするために必要な PIN を、[PIN] に
入力します。

USB トークンを選択し、PIN を入力したら、[ ログイン ] をクリックして、
USB トークンにログインします。

要約
このウィンドウには、これまでに指定した情報の要約が表示されます。指
定した情報は、ルータ上でトラストポイントが設定されるとき、および登
録プロセスが開始されるときに使用されます。[ 設定 ] ダイアログ ボックス
で [ コマンドをルータに配信する前にプレビューする ] を有効にした場合
は、ルータに配信される CLI をプレビューできます。
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登録ステータス
SCEP 登録を行おうとしている場合

コマンドがルータに配信された後、CA サーバへのアクセスが試行されま
す。CA サーバへのアクセスに成功すると、サーバのデジタル証明書を示
すメッセージ ウィンドウが表示されます。

カット & ペースト登録を行おうとしている場合

コマンドがルータに配信された後、エンロールメント要求が生成され、別
のウィンドウに表示されます。CA サーバの証明書とルータの証明書を取
得するには、このエンロールメント要求を保存して CA サーバ管理者に送
信する必要があります。このエンロールメント要求は、BASE64 エンコー
ド PKCS#10 形式です。

CA サーバから証明書を取得した後は、カット & ペースト ウィザードをも
う一度起動し、[ 完了していない登録を続行する ] を選択して、取得した証
明書をルータにインポートする必要があります。

登録ステータス 
このウィンドウには、登録プロセスのステータスが表示されます。プロセ
スの途中でエラーが発生した場合、そのエラーについての情報が表示され
ます。

ステータスが通知された場合は、[ 完了 ] をクリックします。

カット & ペースト ウィザードへようこそ
カット & ペースト ウィザードを使用すると、エンロールメント要求を生
成して PC に保存し、オフラインで認証機関に送ることができます。この
場合、単一のセッションで登録を完了することはできません。ウィザード
は、トラストポイントとエンロールメント要求が生成され、PC にエン
ロールメント要求が保存された時点で終了します。

エンロールメント要求を手動で CA サーバに送信し、CA サーバの証明書
とルータの証明書を受け取った後で、カット & ペースト ウィザードをも
う一度起動し、登録を完了して、受け取った証明書をルータにインポート
する必要があります。
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登録タスク
登録タスク
新規登録の開始を指定するか、PC に保存済みのエンロールメント要求を
使用した登録プロセスの再開を指定します。

新規登録の開始

[ 新規登録の開始 ] をクリックすると、トラストポイント、RSA キー ペア、
およびエンロールメント要求を生成することができます。エンロールメン
ト要求は、PC に保存した後 CA サーバに送ることができます。エンロー
ルメント要求を保存すると、ウィザードは終了します。CA サーバの証明
書とルータの証明書を受け取ってから登録を完了するには、カット &
ペースト ウィザードをもう一度起動し、[ 完了していない登録を続行する ] 
を選択してください。

完了していない登録を続行する

このボタンをクリックすると、登録プロセスが再開されます。CA サーバ
から受け取った証明書をインポートできます。また、必要に応じて、トラ
ストポイントへのエンロールメント要求を新規作成することもできます。

エンロールメント要求
このウィンドウには、ルータによって生成された BASE64 エンコード 
PKCS#10 タイプのエンロールメント要求が表示されます。このエンロー
ルメント要求を PC に保存する必要があります。その後は、証明書取得の
ため CA に送る必要があります。

保存

エンロールメント要求のテキスト ファイルを保存する PC 上のディレクト
リを指定し、ファイル名を入力して [ 保存 ] をクリックします。
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完了していない登録を続行する
完了していない登録を続行する
完了していない登録を続行するときは、その完了していない登録に関連付
けられているトラストポイントを選択してから、登録プロセスのうち完了
する必要がある部分を指定する必要があります。CA サーバの証明書また
はルータの証明書をインポートする場合は、その証明書が PC 上に用意さ
れている必要があります。

CA サーバのニックネーム（トラストポイント）を選択してください。

完了する登録に関連付けられているトラストポイントを選択します。

CA とルータの証明書のインポート

CA サーバの証明書とルータの証明書の両方を同じセッションでインポー
トする場合は、このオプションを選択します。両方の証明書が PC 上に用
意されている必要があります。

CA 証明書がすでにインポートされている場合、このオプションは無効に
なります。

CA 証明書のインポート

PC に保存されている CA サーバの証明書をインポートする場合は、この
オプションを選択します。証明書がインポートされた後、その証明書のデ
ジタル フィンガープリントが表示されます。このとき、証明書の確認と、
証明書を受け入れるかどうかの決定を行うことができます。

CA 証明書がすでにインポートされている場合、このオプションは無効に
なります。

ルータ証明書のインポート

PC に保存されているルータの証明書をインポートする場合は、このオプ
ションを選択します。ルータの証明書がインポートされた後、登録プロセ
スのステータスが通知されます。

注 ルータの証明書をインポートする前に、CA サーバの証明書をインポート
する必要があります。
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CA 証明書のインポート
エンロールメント要求の生成

選択したトラストポイントへのエンロールメント要求を生成する必要があ
る場合は、このオプションを選択します。エンロールメント要求がルータ
によって生成されます。この要求は、PC に保存した後、CA に送ることが
できます。

BASE64 エンコード PKCS#10 形式のエンロールメント要求が生成されま
す。

CA 証明書のインポート
CA サーバの証明書がハード ディスクに保存されている場合は、このウィ
ンドウでその証明書を参照し、ルータにインポートすることができます。
また、証明書のテキストをコピーして、このウィンドウのテキスト エリ
アに貼り付けることができます。

参照ボタン

クリックすると、PC 上の証明書ファイルを探すことができます。

ルータ証明書のインポート
CA から交付されたルータ証明書がハード ディスクに保存されている場合
は、その証明書を参照し、ルータにインポートすることができます。

追加証明書のインポート

暗号化用と署名用にそれぞれ別個の RSA キー ペアを生成した場合は、
ルータ証明書を 2 つ受け取ります。このボタンは、インポートするルータ
証明書が複数ある場合に使用します。

証明書の削除

削除する必要がある証明書のタブをクリックしてから、[ 証明書の削除 ] を
クリックします。
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デジタル証明書
参照

証明書を探してルータにインポートすることができます。

デジタル証明書
このウィンドウでは、ルータに設定されているデジタル証明書についての
情報を確認できます。

トラストポイント

このエリアには、ルータに設定されているトラストポイントの情報の要約
が表示されます。ここでは、トラストポイントの詳細の表示、トラストポ
イントの編集、およびトラストポイントが取り消されたかどうかの確認を
行うことができます。

詳細ボタン

[ トラストポイント ] に表示されるのは、トラストポイントの名前、エン
ロールメント URL、および登録タイプだけです。このボタンをクリック
すると、選択したトラストポイントの情報をすべて表示できます。

編集ボタン

トラストポイントが SCEP トラストポイントであり、CA サーバの証明書
とルータの証明書の少なくとも一方がまだ正常にインポートされていない
場合は、そのトラストポイントを編集できます。トラストポイントが 
SCEP トラストポイントではない場合や、SCEP トラストポイントに関連
付けられている CA サーバの証明書とルータの証明書の両方がすでに配信
されている場合には、このボタンは無効になります。

削除ボタン

選択したトラストポイントを削除する場合にクリックします。トラストポ
イントを削除すると、そのトラストポイントに関連付けられている認証機
関から受け取った証明書はすべて破棄されます。
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デジタル証明書
取り消しの確認ボタン

選択した証明書が取り消されているかどうかを確認する場合にクリックし
ます。ダイアログ ボックスが表示され、取り消しの確認に使用する方法
を選択できます。詳細については、「取り消し確認」と「取り消し確認

（CRL のみ）」を参照してください。

名前 トラストポイント名。

CA サーバ CA サーバの名前または IP アドレス。

登録タイプ 次のタイプがあります。

 • SCEP ― Simple Certificate Enrollment Protocol。CA サーバに直接接続し
て登録が行われた。

 • カット & ペースト ― PC からエンロールメント要求がインポートされ
た。

 • TFTP ― TFTP サーバを使用してエンロールメント要求が行われた。

トラストポイントの証明書チェーン < トラストポイント名 >

このエリアには、選択したトラストポイントに関連付けられている証明書
の詳細が表示されます。

詳細ボタン

選択した証明書を表示する場合にクリックします。

更新ボタン

[トラストポイント ] のリストで別のトラストポイントを選択した場合にク
リックすると、[ トラストポイントの証明書チェーン ] エリアの内容が更新
されます。
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デジタル証明書
タイプ 次のタイプがあります。

 • RA KeyEncipher 証明書 ― Rivest Adelman 暗号化証明書。

 • RA 署名証明書 ― Rivest Adelman 署名証明書。

 • CA 証明書 ― CA 機関の証明書。

 • 証明書 ― ルータの証明書。

使用目的 次のタイプがあります。

 • 汎用 ― ルータがリモート ピアに対して自己の身元を証明するために使
用する。

 • シグニチャ ― CA 証明書がシグニチャ用に使用される。

シリアル番号 証明書のシリアル番号。

発行側 証明書を発行した CA の名前。

ステータス 次のタイプがあります。

 • 使用可能 ― 証明書は使用可能である。

 • 保留 ― 証明書を申請したが使用できない。

Expires (Days)
（残り有効期間
（日））

証明書が有効期限切れになるまでの日数。

Expiry Date（有
効期限）

証明書が有効期限切れになる日付。

トラストポイント情報

[ ルータ証明書 ] ウィンドウの [ トラストポイント ] のリストには、ルータに
設定されている各トラストポイントの主要な情報が表示されます。この
ウィンドウには、トラストポイントの作成のために指定された情報がすべ
て表示されます。

証明書の詳細

このウィンドウには、トラストポイントの詳細のうち [ 証明書 ] ウィンドウ
に表示されないものがすべて表示されます。
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デジタル証明書
取り消し確認

このウィンドウでは、証明書の取り消し確認にどの方法を使用する必要が
あるかをルータに対して指示します。

取り消し確認

ルータが使用する取り消し確認方法を設定し、優先順位を付けます。複数
の方法が使用できます。

使用 / 方式 / 上へ移動 / 下へ移動

使用する方法を確認した後、[ 上へ移動 ] ボタンと [ 下へ移動 ] ボタンを使用
して、優先的に使用するものから順にそれらの方法を並べます。

 • OCSP ― Online Certificate Status Protocol サーバにアクセスして証明書
のステータスを確認する。

 • CRL ― 証明書失効リストを使用して証明書の取り消しを確認する。

 • なし ― 取り消し確認を行わない。

CRL クエリ URL
[CRL] を選択した場合に有効になります。証明書失効リストがある場所の 
URL を入力します。証明書が X.500 DN をサポートしている場合のみ、こ
の URL を入力できます。

OCSP URL
[OCSP] を選択した場合に有効になります。アクセスする OCSP サーバの 
URL を入力します。

取り消し確認（CRL のみ）

このウィンドウでは、証明書の取り消し確認にどの方法を使用する必要が
あるかをルータに対して指示します。

確認

次のタイプがあります。
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RSA キー ウィンドウ  
 • なし ― 証明書内に指定されている証明書失効リスト（CRL）配信ポイ
ントを確認する。

 • ベスト エフォート ― CRL サーバが利用可能であれば CRL をダウン
ロードする。利用できない場合、証明書は受け入れられる。

 • オプション ― 手動ロードによってキャッシュに CRL がダウンロード
されている場合に限り CRL を確認する。

CRL クエリ URL

証明書失効リストがある場所の URL を入力します。証明書が X.500 DN を
サポートしている場合のみ、この URL を入力できます。

RSA キー ウィンドウ
RSA キーを利用すると、Ron Rivest、Adi Shamir、および Leonard Adelman 
が開発したアルゴリズムを使用した電子的な暗号化 / 認証システムを実現
できます。RSA システムは、 も広く採用されている暗号化 / 認証アルゴ
リズムであり、Cisco IOS にも組み込まれています。ネットワーク ホスト
は、RSA システムを使用するとき、1 対のキーを生成します。一方のキー
は「パブリック キー」と呼ばれ、もう一方のキーは「プライベート キー」
と呼ばれています。パブリック キーは、そのホストに暗号データを送信
する相手すべてに配信されます。プライベート キーは共有されません。
リモート ホストは、データを送信するときに、ローカル ホストと共有し
ているパブリック キーを使用してそのデータを暗号化します。ローカル 
ホストは、送信されたデータを、プライベート キーを使用して解読しま
す。
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RSA キー ウィンドウ
ルータに設定された RSA キー

名前 キー名。Cisco CP によって自動的に割り当てられる。キー
「HTTPS_SS_CERT_KEYPAIR」と「HTTPS_SS_CERT_KEYPAIR.server」は、読
み取り専用として表示される。ルータ上でロックまたは暗号化されているキー
も、同様にステータスを示すアイコンとともに表示される。

使用目的 [ 汎用 ] または [ 使用目的 ]。汎用キーは、データの暗号化と証明書への署名の両方
に使用される。データ暗号化用と証明書への署名用にそれぞれ別個のキーが設
定されている場合、それらのキーは特殊用途キーとして表示される。

エクスポー
ト可能

このカラムにチェックマークが表示されている場合、それに対応するキーは、
ローカル ルータの役割を別のルータに移す必要が生じたときに、その別のルー
タにエクスポートすることができる。

キー データ

選択した RSA キーを表示する場合にクリックします。

[ キーを PC に保存 ] ボタン

選択したキーのデータを PC に保存する場合にクリックします。

RSA キー ペアの生成

このウィンドウでは、新しい RSA キー ペアを生成します。

ラベル

このフィールドには、キーのラベルを入力します。

モジュラス 

キーのモジュラス値を入力します。モジュラス値を 512 ～ 1,024 の範囲内
の値にする場合は、64 の倍数（整数値）を入力します。1,024 より大きい
値にする場合は、「1,536」または「2,048」を入力できます。512 以上の値
を入力すると、キーの生成に 1 分以上かかる場合があります。
20-18
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 20 章     パブリック キー インフラストラクチャ

RSA キー ウィンドウ  
モジュラスのサイズを大きくするとキーの安全性が高まります。ただし、
モジュラスのサイズが大きくなるとキー生成にかかる時間が長くなり、
キー交換処理にかかる時間も長くなります。

タイプ

生成するキーのタイプとして、[ 汎用 ] または [ 使用目的 ] を選択します。汎
用キーは、暗号化と証明書への署名の両方に使用されます。特殊用途キー
を生成した場合、1 組のキーが暗号化専用に使用され、別の 1 組のキーが
証明書への署名専用に使用されます。

[ キーはエクスポート可能です ] チェック ボックス

キーをエクスポート可能にする場合に選択します。エクスポート可能な
キー ペアは、ローカル ルータの機能をリモート ルータに移す必要が生じ
た場合に、そのリモート ルータに送信することができます。

USB トークンへの保存

ルータに接続した USB トークンに RSA キーを保存する場合は、[ セキュリ
ティ保護された USB トークンにキーを保存 ] チェック ボックスを選択しま
す。このチェック ボックスは、ルータに USB トークンが接続されている
場合のみ表示されます。

[USB トークン ] ドロップダウン メニューから、USB トークンを選択しま
す。選択した USB トークンにログインするために必要な PIN を、[PIN] に
入力します。

USB トークンを選択し、PIN を入力したら、[ ログイン ] をクリックして、
USB トークンにログインします。

USB トークン クレデンシャル

このウィンドウは、RSA キー ペアやデジタル証明書など、USB トークン
に保存されたクレデンシャルを追加または削除するときに表示されます。
削除を実行するには、USB トークン名と PIN を指定する必要があります。

[USB トークン ] ドロップダウン メニューから、USB トークンを選択しま
す。選択した USB トークンにログインするために必要な PIN を、[PIN] に
入力します。
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USB トークン
USB トークン
このウィンドウを使用すると、USB トークンへのログインを設定できま
す。このウィンドウには、設定済みの USB トークンへのログインのリス
トも表示されます。USB トークンを Cisco ルータに接続する際、Cisco CP 
では一致するログインを使用して、トークンにログインします。

追加

新しい USB トークンへのログインを追加する場合は [ 追加 ] をクリックし
ます。

編集

既存の USB トークンへのログインを編集する場合は [ 編集 ] をクリックし
ます。編集するログインをリストから選択して指定します。

削除

既存の USB トークンへのログインを削除する場合は [ 削除 ] をクリックし
ます。削除するログインをリストから選択して指定します。

トークン名

USB トークンへのログインに使用する名前を表示します。

ユーザの PIN

USB トークンへのログインに使用する PIN を表示します。

PIN の 大試行回数

指定された PIN で USB トークンへのログインを試行する 大回数を表示
します。指定された回数試行して成功しなかった場合、USB トークンへの
ログインの試行が停止されます。
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USB トークン 
削除までのタイムアウト

ルータから USB トークンを取り外した時点から、そのトークンで取得し
たインターネット キー交換（IKE）クレデンシャルを引き続き使用する
大秒数を表示します。

[ 削除までのタイムアウト ] が空白の場合、デフォルトのタイムアウト値が
使用されます。デフォルトのタイムアウト値は、IKE クレデンシャルへの
アクセスの試行が新しく開始されるときに生成されます。

セカンダリ コンフィギュレーション ファイル

USB トークンにあるコンフィギュレーション ファイルを表示します。こ
のコンフィギュレーション ファイルは、CCCD ファイルまたは .cfg ファイ
ルです。

CCCD は、ブート コンフィギュレーション ファイルとも呼ばれます。
USB トークンでは、CCCD ファイルは TMS ソフトウェアを使用してロー
ドされます。

USB トークンの追加または編集

このウィンドウを使用すると、USB トークンへのログインを追加または編
集できます。

トークン名

USB トークンへのログインを追加する場合は、USB トークン名を入力し
ます。入力する名前は、ログインするトークンの名前と一致する必要があ
ります。

トークン名は、メーカーが設定します。たとえば、Aladdin Knowledge 
Systems が製造した USB トークンには eToken という名前が付いています。

「usbtoken1」という名前も使用できます。この x は USB トークンを接続す
る USB ポートの番号です。たとえば、USB ポート 0 に接続する USB トー
クンは usbtoken0 という名前になります。

USB トークンへのログインを編集する場合、[ トークン名 ] フィールドは変
更できません。
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USB トークン
現在の PIN

USB トークンへのログインを追加する場合、または PIN のない USB トー
クンへのログインを編集する場合、[ 現在の PIN] フィールドには [< なし >] 
と表示されます。PIN のある USB トークンへのログインを編集する場合、
[ 現在の PIN] フィールドには [******] と表示されます。

新しい PIN を入力

USB トークンの新しい PIN を入力します。新しい PIN は、少なくとも 4 桁
以上で、ログインするトークンの名前と一致する必要があります。USB 
トークンへのログインを編集すると、現在の PIN は新しい PIN に置き換え
られます。

新しい PIN を再入力

確認のため、新しい PIN を再入力します。

PIN の 大試行回数

指定された PIN で USB トークンへのログインを試行する 大回数を選択
します。指定された回数試行して成功しなかった場合、USB トークンへの
ログインの試行が停止されます。

削除までのタイムアウト

ルータから USB トークンを取り外した時点から、そのトークンで取得し
たインターネット キー交換（IKE）クレデンシャルを引き続き使用する
大秒数を入力します。秒数は、0 ～ 480 の範囲内である必要があります。

数字を入力しない場合、デフォルトのタイムアウト値が使用されます。デ
フォルトのタイムアウト値は、IKE クレデンシャルへのアクセスの試行が
新しく開始されるときに生成されます。

セカンダリ コンフィギュレーション ファイル

USB トークンにあるコンフィギュレーション ファイルを指定します。こ
のファイルは、部分的なコンフィギュレーション ファイルか、完全なコ
ンフィギュレーション ファイルです。ファイル拡張子は、.cfg である必要
があります。
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ファイアウォールを開く
Cisco CP では、USB トークンにログインできる場合、指定されたコンフィ
ギュレーション ファイルをルータの実行コンフィギュレーションにマー
ジします。

ファイアウォールを開く
この画面は、ルータが受信する必要があるリターン トラフィックをブ
ロックするファイアウォールがインターフェイス上に検出されたときに表
示されます。可能性のある状況として、ファイアウォールが DNS トラ
フィックまたは PKI トラフィックをブロックして、ルータがサーバからこ
のトラフィックを受信できなくなる場合があります。サーバとルータが通
信できるように、Cisco CP からファイアウォールの設定を変更できます。

ファイアウォールの変更

このエリアには出口インターフェイスと ACL 名が表示されます。変更す
るファイアウォールをここで選択できます。変更するファイアウォールを 
[ アクション ] カラムで選択してください。サーバからルータへの SCEP ト
ラフィックまたは DNS トラフィックが許可されるように、ファイア
ウォールが変更されます。

SCEP トラフィックに関しては、次の点に注意してください。

 • CRL/OCSP サーバに対するファイアウォールは、ルータ上でそのサー
バに関する設定が明示的に行われていない場合、Cisco CP によって変
更されない。CRL/OCSP サーバとの通信を許可するには、CA サーバ
管理者に問い合わせて適切な情報を入手し、[ ファイアウォール ポリ
シー /ACL の編集 ] ウィンドウを使用してファイアウォールを変更す
る。

 • Cisco CP では、CA サーバからルータに送信されるトラフィックは、
ルータから CA サーバに送信されたトラフィックが経由したインター
フェイスと同じインターフェイスを経由すると想定される。Cisco CP 
で経路と想定されたインターフェイスとは別のインターフェイスを経
由して CA サーバからのリターン トラフィックがルータに入ると考え
られる場合は、[ ファイアウォール ポリシー /ACL の編集 ] ウィンドウ
を使用してファイアウォールを開く必要がある。このような状況は、
非対称的なルーティングが使用されている場合に起こることがある。
非対称的なルーティングでは、ルータから CA サーバへのトラフィッ
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ファイアウォールを開く
クがルータから送出される際に経由するインターフェイスと、リター
ン トラフィックがルータに入る際に経由するインターフェイスが異
なっている。

 • Cisco CP は、パススルー ACE が追加されたときにルータの出口イン
ターフェイスを判断する。ダイナミック ルーティング プロトコルを使
用してルータが CA サーバへのルートを学習するようにしている設定
で、ルートの変更が発生して CA サーバ宛ての SCEP トラフィックの
出口インターフェイスが変わる場合は、[ ファイアウォール ポリシー
/ACL の編集 ] ウィンドウを使用して、出口インターフェイスのパスス
ルー ACE を明示的に追加する必要がある。

 • SCEP トラフィックのパススルー ACE が Cisco CP によって追加され
る。取り消しトラフィック（CRL トラフィックや OCSP トラフィック
など）のパススルー ACE は追加されない。このトラフィックのパス
スルー ACE は、[ ファイアウォール ポリシー/ACL の編集 ] ウィンドウ
を使用して明示的に追加する必要がある。

詳細ボタン

このボタンをクリックすると、変更を許可したときにファイアウォールに
追加されるアクセス コントロール エントリが表示されます。

ファイアウォールを開くの詳細

このウィンドウには、さまざまな種類のトラフィックをルータに到達させ
るためにファイアウォールに追加されようとしているアクセス コント
ロール エントリ（ACE）が表示されます。このエントリは、[ ファイア
ウォールを開く ] ウィンドウで [ 変更 ] を選択してウィザードを終了しなけ
れば、追加されません。
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認証機関サーバ

Cisco IOS ルータは認証機関（CA）サーバとして設定できます。CA サー
バはクライアントからの証明書のエンロールメント要求を処理し、デジタ
ル証明書の発行および取り消しを行えます。

CA サーバーを作成、バックアップ、復元、または編集するには、[ 設定 ] > 
[ セキュリティ] > [VPN コンポーネント ] > [ パブリック キー インフラスト
ラクチャ ] > [ 認証機関 ] > [ 概要 ] の順に選択します。

既存の CA サーバ上の証明書を管理するには、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > 
[VPN コンポーネント ] > [ パブリック キー インフラストラクチャ] > [ 認証
機関 ] > [ 証明書の管理 ] の順に選択します。

CA サーバを監視するには、[ 監視 ] > [VPN ステータス ] > [CA サーバ ] の順
に選択します。

CA サーバの作成
このウィンドウでは、認証機関（CA）サーバを作成するためのウィザー
ド、または CA サーバを復元するためのウィザードを起動できます。1 つ
の Cisco IOS ルータには、1 つの CA サーバのみをセットアップできます。

CA サーバは、プライベート ネットワーク上のホストに証明書を発行する
ために使用します。これにより、各ホストはこの証明書を使用して、他の
ホストに対して自らを証明できるようになります。
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CA サーバの作成
必須タスク

CA サーバの設定を開始する前に必要な設定タスクが Cisco CP によって検
出されると、そのタスクがこのボックスに通知されます。アラート テキ
ストの横にはリンクが表示されます。このリンクを使って Cisco CP の適切
な画面に移動し、設定タスクを行うことができます。必要な設定タスクが
検出されなかった場合、このボックスは表示されません。通知される可能
性がある必須タスクについては、「PKI 設定の必須タスク」で説明してい
ます。

認証機関 (CA) サーバの作成

このボックスをクリックすると、ルータ上に CA サーバが作成されます。
ルータに設定できる CA サーバは 1 つのみなので、CA サーバがすでに設
定されている場合にはこのボタンは無効になります。

注 Cisco CP を使用して設定した CA サーバでは、証明書を付与および取り消
しできます。ルータには、付与した証明書のシリアル番号とその他の識別
情報が保存されますが、証明書自体は保存されません。CA サーバには、
CA サーバが付与した証明書を保管するための登録局（RA）サーバへの 
URL を設定する必要があります。

認証機関（CA）サーバの復元

ルータ上で CA サーバがすでに稼働している場合は、CA サーバの設定お
よび情報を復元できます。ルータに CA サーバが設定されていない場合
は、このオプションは無効になります。

PKI 設定の必須タスク

証明書のエンロールメントまたは CA サーバの設定を開始する前に、その
準備となる設定を先に実行しなければならない場合があります。Cisco CP 
は、実行中のコンフィギュレーションを設定前に確認し、実行が必要な設
定があることを警告で知らせ、その設定を完了するための Cisco CP エリア
に移動するリンクを表示します。

Cisco CP によって警告される可能性のある設定タスクは次のとおりです。
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CA サーバの作成
 • SSH クレデンシャルが確認されていません ― 登録を開始する前に、
SSH クレデンシャルを指定する必要があります。

 • NTP が設定されていません ― 証明書登録を行うには、ルータに正確
な時刻を設定しておく必要があります。ルータが正確な時刻情報を取
得できるネットワーク タイム プロトコル サーバを指定することで、
ルータのリブートが必要になっても影響を受けないタイム ソースが設
定されます。組織に NTP サーバがない場合は、次の URL に記述され
ているような公開サーバを使用することもできます。

http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock2a.html

 • DNS が設定されていません ― DNS サーバを指定すると、ルータから
証明書サーバへのアクセスを可能にするために役立ちます。CA サー
バや証明書登録に関係するその他のサーバ（OCSP サーバや CRL リポ
ジトリなど）にアクセスするときに、それらのサーバを IP アドレスで
はなく名前で指定するのであれば、DNS の設定は必須の作業です。

 • ドメインまたはホスト名、またはその両方が設定されていません ― 登
録を開始する前にドメインとホスト名を設定することをお勧めしま
す。

CA サーバ ウィザード：ようこそ

認証機関（CA）サーバ ウィザードでは、指示に従って CA サーバを設定
できます。開始前に次の情報を取得しておく必要があります。

 • CA サーバについての全般情報 ― サーバに設定する名前、使用する証
明書発行側名、サーバにエンロールメント要求を送信する際にエン
ロールメント要求者に必要となるユーザ名およびパスワードです。

 • サーバの詳細情報 ― サーバが登録局（RA）モードまたは認証機関
（CA）モードのどちらで動作するのか、サーバに保存される各証明書
の情報レベル、サーバが証明書を自動発行するかどうか、付与される
証明書のライフタイム、未処理のエンロールメント要求といった情報
です。

 • サポート情報 ― 証明書を保存する RA サーバ、および証明書失効リス
ト配信ポイント（CDP）サーバへのリンクです。
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CA サーバの作成
CA サーバ ウィザード：認証機関情報

このウィンドウでは、設定する CA サーバについての基本情報を入力しま
す。

CA サーバ名

このフィールドには、サーバの識別名を指定します。ルータのホスト名、
または任意の名前を入力できます。

認可

証明書を手動で付与するには、[ 手動 ] を選択します。証明書を自動発行す
るには [ 自動 ] を選択します。[ 自動 ] は通常、デバッグの目的で使用されま
す。このモードでは、登録情報がなくてもすべての要求者に対して証明書
が発行されるので、一般の使用は推奨されません。

注意 ルータがインターネットに接続されている場合は、[ 認可 ] を [ 自動 ] に設定
しないでください。[ 自動 ] 設定は、デバッグ処理を実行する場合などの内
部目的のみに使用します。

CDP URL

このフィールドには、証明書失効リスト配信ポイント（CDP）サーバへの 
URL を入力します。この URL は HTTP URL である必要があります。次に 
URL の入力例を示します。

http://172.18.108.26/cisco1cdp.cisco1.crl

証明書失効リスト（CRL）は、取り消された証明書のリストです。他のデ
バイスの証明書の有効性確認を必要とするデバイスは、CA サーバから 
CRL を取得します。多くのデバイスが CRL を取得しようとする可能性が
あるため、リモート デバイス（HTTP サーバが望ましい）にこの機能を分
散することで、CA サーバをホストする Cisco IOS ルータのパフォーマンス
への影響を軽減できます。チェックする側のデバイスが CDP に接続でき
ない場合は、このデバイスはバックアップとして SCEP を使用して、CA 
サーバから CRL を取得します。
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CA サーバの作成
発行側名の属性

共通名（cn）
証明書に使用する共通名を入力します。CA サーバ名、ルータのホスト名、
または任意の名前を指定できます。

組織単位（ou）
証明書に含める組織単位または部門名を入力します。たとえば、「IT サ
ポート」や「エンジニアリング」は組織単位です。

組織（o）
組織名または会社名を入力します。

都道府県（st）
組織が存在する都道府県を入力します。

国（c）
組織が存在する国を入力します。

電子メール（e）
ルータ証明書に含める電子メール アドレスを入力します。

詳細オプション

CA サーバの詳細オプションを入力する場合は、このボタンをクリックし
ます。

詳細オプション

この画面では、サーバ設定のデフォルト値を変更したり、証明書情報を保
持するデータベースの URL を指定したりできます。

データベース

ここでは、データベース レベル、データベースの URL、およびデータ
ベース形式を設定します。
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CA サーバの作成
データベース レベル

証明書登録データベースに保存されるデータの種類を選択します。

 • minimal ― 競合を発生させずに新規証明書の発行を継続できるだけの
必要情報が保存されます。これはデフォルトの設定です。

 • names ― 小オプションによって指定される情報に加え、各証明書の
シリアル番号およびサブジェクト名も保存されます。

 • complete ― minimal オプションおよび names オプションによって指定
される情報に加え、発行された各証明書がデータベースに書き込まれ
ます。

データベース URL
CA サーバによって証明書登録データが書き込まれる場所を入力します。
この場所を特に指定しない場合は、証明書登録データはデフォルトでフ
ラッシュ メモリに書き込まれます。

たとえば、tftp サーバに証明書登録データを書き込むには、tftp://mytftp と
入力します。データベースの URL をフラッシュ メモリにリセットするに
は、nvram と入力します。

データベース アーカイブ

アーカイブを pem 形式で作成する場合は [pem]、pkcs12 形式で作成する場
合は [pkcs12] を選択します。

データベース ユーザ名

このフィールドには、データベース アーカイブのユーザ名を入力します。
ユーザ名およびパスワードは、データベースに対するサーバの認証に使用
されます。

データベース パスワードおよびパスワードの確認

[ データベース パスワード ] フィールドにパスワードを入力し、同じパス
ワードを [ パスワードの確認 ] に再入力します。

ライフタイム

CA サーバに関連付けられたアイテムのライフタイム（有効期限）を設定
します。特定のアイテムのライフタイムを設定するには、[ ライフタイム ] 
ドロップダウン リストからこのアイテムを選択し、[ ライフタイム ] フィー
ルドに値を入力します。
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CA サーバの作成
ライフタイムは以下のアイテムに対して設定できます。

 • 証明書 ― CA サーバによって発行された証明書。ライフタイムとし
て、1 ～ 1,825 の範囲の日数を入力します。値を指定しない場合は、証
明書は 1 年後に失効します。新たな値を入力すると、この値が有効に
なった後で作成された証明書のみが影響を受けます。

 • CRL ― CA サーバによって発行された証明書に対する証明書失効リス
ト。ライフタイムは 1 ～ 336 の範囲の時間として入力します。値を指
定しない場合は、CRL は 168 時間後（1 週間後）に失効します。

 • エンロールメント要求 ― 登録データベース内に存在する未処理の証明
書要求（SCEP 経由で受信した要求は除く）。ライフタイムは 1 ～ 
1,000 の範囲の時間として入力します。値を指定しない場合は、未処
理のエンロールメント要求は 168 時間後（1 週間後）に失効します。

CA サーバ ウィザード：RSA キー

CA サーバはパブリックおよびプライベートの RSA キーを使用して、デー
タの暗号化および証明書への署名を行います。Cisco CP は新規のキー ペア
を自動生成し、各ペアに CA サーバ名を使用した名前を付けます。キーの
モジュラスとタイプは変更でき、キーをエクスポート可能にすることもで
きます。また、CA サーバの復元に使用するパスフレーズを入力する必要
があります。

ラベル

このフィールドは読み取り専用です。Cisco CP では、キー ペアの名前とし
て CA サーバ名を使用します。

モジュラス

キーのモジュラス値を入力します。モジュラス値を 512 ～ 1,024 の範囲内
の値にする場合は、64 の倍数（整数値）を入力します。1,024 より大きい
値にする場合は、「1,536」または「2,048」を入力できます。512 以上の値
を入力すると、キーの生成に 1 分以上かかる場合があります。

このモジュラス値に応じてキーのサイズが決まります。モジュラス値を大
きくするとキーの安全性が高まります。ただし、モジュラス値が大きくな
るとキーの生成にかかる時間が長くなり、キーのサイズが大きくなると暗
号化処理と解読処理にかかる時間が長くなります。
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CA サーバの作成
タイプ

Cisco CP で作成されるキー ペアは、デフォルトでは暗号化と署名の両方に
使用される汎用キー ペアです。文書の暗号化用と署名用にそれぞれ別の
キー ペアを生成するには、[ 特殊用途キー ] を選択します。これで、暗号化
用と署名用にそれぞれ個別の特殊用途キーが生成されます。

キーはエクスポート可能です

CA サーバ キーをエクスポート可能にする場合は、このチェック ボックス
を選択します。

パスフレーズおよびパスフレーズの確認

[ パスフレーズ ] フィールドには、CA サーバをバックアップから復元する
ために使用するパスフレーズを入力します。[ パスフレーズの確認 ] フィー
ルドには、同じパスフレーズを再入力してください。

ファイアウォールを開く

このウィンドウは、CDP サーバと CA サーバ間の通信を許可するため、
ファイアウォールの設定を変更しなければならない場合に表示されます。
このトラフィックを許可するように Cisco CP でファイアウォールを変更可
能にするには、インターフェイスを選択し、[ 変更 ] チェック ボックスを選
択します。ファイアウォールに追加される ACE を確認するには、[ 詳細 ] 
をクリックします。

CA サーバ ウィザード：要約

このウィンドウには、ウィザードの各画面で入力した情報が表示され、
ルータに送信する前に設定内容を確認できます。次に示すのは [ 要約 ] ウィ
ンドウの表示例です。

------------------------------------------------------------
CA Server Configuration
------------------------------------------------------------
CA Server Name :CASvr-a
Grant:Manual
CDP URL:http://192.27.108.92/snrs.com
Common Name (cn):CS1841
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CA サーバの作成
Organization Unit (ou):IT Support
Organization (o):Acme Enterprises
State (st):CA
Country (c):US

------------------------------------------------------------
Advanced CA Server Configuration 
------------------------------------------------------------
Database URL:nvram:
Database Archive:pem
Database Username:bjones
Database Password:*********

------------------------------------------------------------
RSA Keys:
------------------------------------------------------------
CA Server will automatically generate RSA key pair with following 
defaults:-
Modulus:1024
Type of Key:General Purpose
Exportable Key:No
Passphrase configured:******

------------------------------------------------------------
Firewall Pass-through ACEs for Interface(s):
------------------------------------------------------------

FastEthernet0/0
permit tcp host 192.27.108.92 eq www host 192.27.108.91 gt 1024

この要約は、[CA サーバ設定 ]、[CA サーバ詳細設定 ]、[RSA キー ]、およ
び [ ファイアウォール パススルー ] の 4 つのセクションによって構成され
ています。CA サーバの名前は CAsvr-a です。証明書は手動で付与されま
す。証明書情報は PEM 形式で NVRAM に保存されます。生成されるキー
は、デフォルトのモジュラス値 1024 を持つ汎用目的のキー ペアです。こ
のキーはエクスポートできません。また、IP アドレスが 192.27.108.92 で
ある CDP ホストとルータとの間のトラフィックを許可する ACE が設定さ
れます。
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CA サーバの管理
CA サーバの管理
このウィンドウでは、CA サーバの起動および停止、証明書要求の認可お
よび拒否、および証明書の取り消しを行えます。CA サーバの設定を変更
するには、このウィンドウからサーバをアンインストールし、[CA サーバ
の作成 ] ウィンドウに戻り、必要なサーバ設定を作成します。

名前

サーバ名を表示します。このサーバ名は、サーバの作成時に設定されたも
のです。

ステータス アイコン

CA サーバが実行中の場合は [ 実行中 ] と表示され、緑色のアイコンが表示
されます。CA サーバが停止している場合は [ 停止 ] と表示され、赤色のア
イコンが表示されます。

サーバの起動

このボタンは、サーバが停止している場合に表示されます。このボタンを
クリックすると、CA サーバが開始されます。

サーバの停止

このボタンは、サーバが実行中の場合に表示されます。CA サーバを停止
するには、このボタンをクリックします。

サーバのバックアップ

このボタンをクリックすると、サーバの設定情報が PC にバックアップさ
れます。表示されるダイアログボックスで、バックアップの場所を指定し
てください。
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CA サーバの管理
サーバのアンインストール

Cisco IOS ルータから CA サーバをアンインストールするには、このボタン
をクリックします。これにより、CA サーバのすべての設定およびデータ
が削除されます。アンインストールの前に CA サーバをバックアップして
おくと、新規 CA サーバの作成後にかぎり、サーバのデータを復元できま
す。「CA サーバの作成」を参照してください。

CA サーバの詳細

この一覧には、CA サーバ情報のスナップショットが表示されます。次の
表は、情報の例を示しています。

項目名 項目値

CA 証明書ライフタイム 1,095 日
CDP URL http://192.168.7.5

CRL ライフタイム 168 時間

証明書ライフタイム 365 日

データベース レベル minimal

データベース URL nvram:

エンロールメント要求ライフタイム 168 時間

認可 手動

発行側名 CN=CertSvr

モード 認証機関

名前 CertSvr

各項目の詳細については、「CA サーバ ウィザード：認証機関情報」およ
び「詳細オプション」を参照してください。
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CA サーバ復元の管理
CA サーバのバックアップ

CA サーバの情報を保持するファイルを、PC 上にバックアップできます。
[Backup CA Server] ウィンドウには、バックアップされるファイルの一覧
が表示されます。バックアップが正常に行われるには、一覧表示された各
ファイルがルータの NVRAM 内に存在する必要があります。

[ 参照 ] をクリックして、CA サーバ ファイルをバックアップするための PC 
上のフォルダを指定してください。

CA サーバ復元の管理
CA サーバをバックアップしてからアンインストールした場合は、[CA 
サーバの復元 ] ボタンをクリックすることで、このサーバ設定をルータに
復元できます。これには、 初の設定時に使用した CA サーバ名、完全な
データベース URL、およびバックアップ パスフレーズを用意しておく必
要があります。CA サーバを復元した後は、必要に応じて設定内容を変更
できます。

CA サーバの復元

アンインストールした CA サーバの設定をバックアップしている場合は、
[CA サーバの復元 ] ウィンドウに必要な情報を入力することで、この設定
を復元できます。[ 復元する前に CA サーバ設定を編集 ] をオンにすると、
設定内容を編集できます。サーバのバックアップ、またはサーバ設定の編
集を実行するには、サーバ名、ファイル形式、データベースの URL、お
よびパスフレーズを指定する必要があります。

CA サーバ名

バックアップした CA サーバ名を入力します。

ファイル形式

サーバ設定に指定したファイル形式（PEM または PKCS12）を選択しま
す。
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CA サーバ復元の管理
完全な URL

CA サーバの設定時に指定したルータ データベースの URL を入力します。
これは、CA サーバが証明書登録データを書き込む場所です。次に、2 つ
の URL の例を示します。

nvram:/mycs_06.p12
tftp://192.168.3.2/mycs_06.pem

パスフレーズ

CA サーバの設定時に入力したパスフレーズを入力します。

PC から CA サーバ ファイルをコピー

PC にバックアップしたサーバ情報をルータの NVRAM にコピーするには、
このチェック ボックスを選択します。

復元する前に CA サーバ設定を編集

サーバを復元する前に CA サーバの設定内容を変更するには、このチェッ
ク ボックスを選択します。変更できる設定内容については、「CA サーバ 
ウィザード：認証機関情報」および「CA サーバ ウィザード：RSA キー」
を参照してください。

CA サーバ設定の編集：全般タブ

このウィンドウでは、全般的な CA サーバの設定を編集します。CA サー
バの名前は変更できません。変更できる設定内容については、「CA サーバ 
ウィザード：認証機関情報」を参照してください。

CA サーバ設定の編集：詳細タブ

このウィンドウでは、CA サーバのすべての詳細設定を変更できます。各
設定内容については、「詳細オプション」を参照してください。
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CA サーバの管理：設定済みの CA サーバなし
CA サーバの管理：設定済みの CA サーバなし
このウィンドウは、[CA サーバの管理 ] をクリックしたとき、設定済みの 
CA サーバが存在しない場合に表示されます。ルータに CA サーバを設定
するには、[CA サーバの作成 ] をクリックし、ウィザードの各手順を実行
してください。

証明書の管理
[設定] > [セキュリティ] > [VPN コンポーネント] > [パブリック キー インフ
ラストラクチャ] > [ 認証機関 ] > [ 証明書の管理 ] の順に選択すると、[ 保留
中の要求 ] タブおよび [ 取り消された証明書 ] タブが表示されます。各タブ
のヘルプ トピックについては、次のリンクを参照してください。

 • 保留中の要求

 • 取り消された証明書

保留中の要求

このウィンドウには、CA サーバがクライアントから受信した証明書エン
ロールメント要求が一覧表示されます。ウィンドウの上部には、CA サー
バの情報と各コントロールが表示されます。CA サーバの停止、開始、お
よびアンインストールについては、「CA サーバの管理」を参照してくださ
い。

リストから証明書エンロールメント要求を選択して、これを発行（許諾）、
拒否、または削除するかどうかを選択できます。実行可能なアクション
は、選択した証明書エンロールメント要求のステータスに応じて異なりま
す。

すべて選択

クリックすると、未処理のすべての証明書要求が選択されます。すべての
証明書要求を選択して [ 認可 ] を選択すると、すべての要求が許可されま
す。すべての証明書要求を選択して [ 拒否 ] を選択すると、すべての要求が
拒否されます。
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証明書の管理
認可

要求元のクライアントに証明書を発行するには、[ 認可 ] をクリックしま
す。

注 [CA サーバ ] ウィンドウには、付与される証明書の ID は表示されません。
証明書を取り消す必要がある場合は、証明書を発行したクライアントの管
理者から証明書の ID を取得する必要があります。クライアントの管理者
は、Cisco IOS コマンド sh crypto pki cert を入力することで、証明書の ID 
を確認できます。

削除

データベースから証明書エンロールメント要求を削除するには、[ 削除 ] を
クリックします。

拒否

証明書エンロールメント要求を拒否するには、[ 拒否 ] をクリックします。

更新 

新の変更を反映して証明書エンロールメント要求を更新するには、[ 更
新 ] をクリックします。

証明書エンロールメント要求エリア

このエリアは、以下のカラムによって構成されます。

要求 ID ― 証明書エンロールメント要求に割り当てられた一意の番号で
す。

ステータス ― 証明書エンロールメント要求の現在のステータスです。有
効なステータスは「Pending（保留中）」、「Granted（証明書を発行済み）」、
または「Rejected（要求を拒否）」のいずれかです。

フィンガープリント ― 一意のデジタル クライアント識別子です。

サブジェクト名 ― エンロールメント要求のサブジェクト名です。

次に、エンロールメント要求の例を示します。
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証明書の管理
要求 ID 状態 フィンガープリント サブジェクト名

1 pending serialNumber=FTX0850Z0GT+
hostname=c1841.snrsprp.com

B398385E6BB6604E9E98B8FDBBB5E8B
A

証明書の取り消し

クリックすると、取り消す証明書の ID を入力するためのダイアログが表
示されます。

注 証明書 ID は、[CA サーバ ] ウィンドウに表示される要求 ID と常に一致す
るとはかぎりません。場合によっては、証明書を付与したクライアントの
管理者から、取り消す証明書の ID を取得しなければならないことがあり
ます。クライアントの管理者が証明書 ID を確認する方法については、「保
留中の要求」を参照してください。

取り消された証明書

このウィンドウには、発行済みおよび取り消し済みの証明書が一覧表示さ
れます。取り消すことができるのは、発行済みの証明書のみです。ウィン
ドウの上部には、CA サーバの情報と各コントロールが表示されます。CA 
サーバの停止、開始、およびアンインストールについては、「CA サーバの
管理」を参照してください。

証明書リストは、以下のカラムによって構成されます。

 • 証明書シリアル番号 ― 証明書に割り当てられる一意の番号です。この
番号は 16 進数値の形式で表示されます。たとえば、10 進数のシリア
ル番号 1 は 0x01 と表示されます。

 • 取り消し日 ― 証明書が取り消された日時です。2007 年 2 月 6 日の深
夜 0 時 41 分 20 秒に取り消された証明書の場合は、取り消し日時は 
00:41:20 UTC Feb 6 2007 と表示されます。

証明書の取り消し

クリックすると、取り消す証明書の ID を入力するためのダイアログが表
示されます。
21-16
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 21 章     認証機関サーバ

証明書の管理
注 証明書 ID は、[CA サーバ ] ウィンドウに表示される要求 ID と常に一致す
るとはかぎりません。場合によっては、証明書を付与したクライアントの
管理者から、取り消す証明書の ID を取得しなければならないことがあり
ます。クライアントの管理者が証明書 ID を確認する方法については、「保
留中の要求」を参照してください。

証明書の取り消し

このウィンドウでは、この CA サーバによって許可された証明書を取り消
すことができます。

証明書 ID

取り消す証明書の ID を入力します。

注 証明書 ID は、[CA サーバ ] ウィンドウに表示される要求 ID と常に一致す
るとはかぎりません。場合によっては、証明書を付与したクライアントの
管理者から、取り消す証明書の ID を取得しなければならないことがあり
ます。クライアントの管理者が証明書 ID を確認する方法については、「保
留中の要求」を参照してください。
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証明書の管理
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Cisco IOS SSL VPN

Cisco IOS SSL VPN は、Web ブラウザとそのネイティブの SSL 暗号化機能
だけを使用して、インターネットに接続可能なほぼすべての場所からの 
Secure Socket Layer（SSL）VPN によるリモートアクセス接続を提供しま
す。企業は、Cisco IOS WebVPN によってインターネットに接続できる場
所ならどこからでも企業リソースにリモートアクセス接続できるようにす
ることで、安全に企業ネットワークをすべての許可ユーザに拡張すること
ができます。

また、Cisco IOS SSL VPN を使用すれば、ホーム コンピュータ、インター
ネット キオスク、ワイヤレス ホットスポットなどの、IT 部門が IPsec 
VPN 接続に必要な VPN クライアント ソフトウェアを展開および管理する
ことが難しい、自社所有でないマシンからもアクセスが可能になります。

SSL VPN アクセスには、クライアントレス、シンクライアント、およびフ
ルトンネル クライアントの 3 つのモードがあります。Cisco Router and 
Security Device Manager（Cisco CP）はこれら 3 つのモードをすべてサポー
トしています。各モードについて、以下に示します。

 • クライアントレス SSL VPN ― クライアントレス モードは、プライ
ベート Web リソースへの安全なアクセスを提供し、Web コンテンツに
アクセスできます。このモードは、イントラネット アクセスなど、
Web ブラウザ内での使用を想定している大部分のコンテンツと、Web 
インターフェイスを使用しているオンライン ツールにアクセスする場
合に便利です。

 • シン クライアント SSL VPN（ポート転送 Java アプレット） ― シン ク
ライアント モードは、POP3、SMTP、IMAP、Telnet、SSH などの TCP 
ベースのアプリケーションにリモート アクセスできるように、Web ブ
ラウザの暗号関数の機能を拡張しています。
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Cisco.com の Cisco IOS SSL VPN リンク
 • フル トンネル クライアント SSL VPN ― フル トンネル クライアント 
モードは、動的にダウンロードされる Cisco IOS SSL VPN 用の SSL 
VPN クライアント ソフトウェアを通じて、広範なアプリケーション
をサポートします。Cisco IOS SSL VPN のフル トンネル クライアント
では、中央から設定する軽量でサポートしやすい SSL VPN トンネリン
グ クライアントが提供され、これによりあらゆるアプリケーションへ
のネットワーク レイヤー接続アクセスが可能となります。

Cisco IOS SSL VPN 設定コンポーネントが連携して動作する方法について
は、「Cisco IOS SSL VPN コンテキスト、ゲートウェイ、およびポリシー」
で説明します。

Cisco IOS SSL VPN ドキュメントへのリンクについては、「Cisco.com の 
Cisco IOS SSL VPN リンク」を参照してください。

この章の内容は、次のとおりです。

 • Cisco.com の Cisco IOS SSL VPN リンク

 • SSL VPN 接続の作成

 • SSL VPN 接続の編集

 • その他のヘルプ トピック

Cisco.com の Cisco IOS SSL VPN リンク
このヘルプ トピックでは、Cisco IOS SSL VPN に関して も役立つ情報が
記載されている 新リンクを示します。

次のリンクから、Cisco IOS SSL VPN に関するドキュメントにアクセスで
きます。ときどきこのリンクをクリックして、 新情報を確認してくださ
い。

www.cisco.com/go/iosSSLVPN

次のリンクでは、Cisco IOS SSL VPN に対して RADIUS プロトコルを使用
して AAA サーバを設定する方法を説明しています。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/products_feature_guide09186a00
805eeaea.html#wp1396461
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SSL VPN 接続の作成
SSL VPN 接続を作成するには、次のタスクを実行します。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリック
します。

手順 2 [VPN] ツリーで、[SSL VPN] > [SSL VPN マネージャ ] の順に選択します。

手順 3 [SSL VPN の作成 ] タブで、タスクのリンクをクリックして、表示された推
奨タスクをすべて完了します。Cisco CP によってタスクが自動的に完了す
るか、または設定に必要な設定画面が表示されます。

手順 4 完了するタスクを選択します。 初の SSL VPN 接続を作成する場合は、
[ 新しい SSL VPN を作成 ] を選択します。

手順 5 [ 選択したタスクを実行する ] をクリックして、接続の設定を開始します。

手順 6 ウィザード画面で設定を行います。[ 次へ ] をクリックして、現在の画面か
ら次の画面に移動します。[ 戻る ] をクリックして、前の画面に戻ります。

手順 7 設定を完了すると、Cisco CP に要約画面が表示されます。設定を確認しま
す。変更が必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を
加えてから要約画面に戻ります。

手順 8 [設定の編集] 画面で [コマンドをルータに配信する前にプレビューする] を
選択している場合は、送信する Cisco IOS CLI コマンドが表示されます。
ルータに設定を送信する場合は [OK] を、この設定を破棄する場合は [ キャ
ンセル ] をクリックします。この設定が行われていない場合、[ 完了 ] をク
リックするとルータに設定が送信されます。

「SSL VPN 接続の作成のリファレンス」では、このタスクを完了するため
に使用する画面について説明しています。

SSL VPN 接続の作成のリファレンス

この章の各トピックでは、SSL VPN の作成画面について説明します。

 • SSL VPN の作成

 • 永続的な自己署名証明書
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SSL VPN 接続の作成
 • ようこそ

 • SSL VPN ゲートウェイ

 • ユーザ認証

 • イントラネット Web サイトの設定

 • URL の追加 / 編集

 • SSL VPN ポータルページのカスタマイズ

 • SSL VPN パススルー設定

 • ユーザ ポリシー

 • SSL VPN グループ ポリシーの詳細：ポリシー名

 • SSL VPN ユーザ グループの選択

 • [ 拡張ファイアウォール ] の選択

 • シン クライアント ( ポート転送 )

 • サーバの追加 / 編集

 • フル トンネル

 • Cisco CP 用のインストール バンドルの検索

 • Cisco Secure Desktop の有効化

 • Common Internet File System

 • クライアントレス Citrix を有効にする

 • 要約

SSL VPN の作成

Cisco IOS SSL VPN ウィザードを使用すると、新しい Cisco IOS SSL VPN 
を作成したり、既存の Cisco IOS SSL VPN に新しいポリシーや機能を追加
することができます。

Cisco CP でサポートする機能の概要については、「Cisco IOS SSL VPN」を
参照してください。Cisco IOS SSL VPN 設定コンポーネントが連携して動
作する方法については、「Cisco IOS SSL VPN コンテキスト、ゲートウェ
イ、およびポリシー」で説明します。

Cisco IOS SSL VPN ドキュメントへのリンクについては、「Cisco.com の 
Cisco IOS SSL VPN リンク」を参照してください。
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必須タスク

ルータ上で AAA と 証明書を設定しておかなければ、Cisco IOS SSL VPN 
の設定を行うことはできません。AAA と 証明書のいずれかまたは両方の
設定を行っていない場合、ウィンドウ上のこのエリアにその通知と未設定
項目へのリンクが表示されるので、そのリンク先で設定していない項目を
設定できます。すべての必須設定が完了したら、このウィンドウに戻って 
Cisco IOS SSL VPN の設定を開始できます。

ユーザが何も入力しなくても、Cisco CP により AAA は有効になります。
Cisco CP を使用すると、ルータのパブリック キーとプライベート キーを
生成し、それらのキーを認証機関に登録してデジタル証明書を取得できま
す。詳細については、「パブリック キー インフラストラクチャ」を参照し
てください。また、CA による承認を必要としない永続的な自己署名証明
書も設定できます。永続的な自己署名証明書機能の詳細については、次の
リンク先を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_gui
de09186a008040adf0.html#wp1066623

この URL 全部が完全にブラウザのリンク フィールドに指定されているこ
とを確認してください。

新しい SSL VPN を作成

新しい Cisco IOS SSL VPN 設定を作成する場合に選択します。このウィ
ザードでは、1 つのユーザ ポリシーと限定された機能セットを持つ 
Cisco IOS SSL VPN を作成できます。このウィザードを終了したら、別の
ウィザードを使用すれば、その Cisco IOS SSL VPN の追加ポリシーと機能
を設定できます。このウィザードに戻ると、別の Cisco IOS SSL VPN 設定
を作成できます。

Cisco CP を使用してルータ上に 初の Cisco IOS SSL VPN 設定を作成した
ら、Cisco IOS SSL VPN コンテキストの作成、ゲートウェイの設定、およ
びグループ ポリシーの作成を行います。ウィザードを終了したら、[SSL 
VPN の編集 ] をクリックして設定を表示し、Cisco IOS SSL VPN コンポー
ネントがどのように連携して動作するか理解してください。表示される設
定内容については、「Cisco IOS SSL VPN コンテキスト、ゲートウェイ、お
よびポリシー」を参照してください。
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ユーザの新しいグループ用に、既存の SSL VPN に新しいポリシーを追加します

ユーザの新しいグループ用に、既存の Cisco IOS SSL VPN 設定に新しいポ
リシーを追加する場合に選択します。複数のポリシーを使用すると、異な
るユーザ グループに対して別々の機能を定義することができます。たと
えば、「エンジニアリング」に定義したポリシーとは別のポリシーを

「セールス」に定義できます。

既存の SSL VPN の詳細機能を設定する

既存の Cisco IOS SSL VPN ポリシーに追加機能を設定する場合に選択しま
す。この WebVPN ポリシーが設定されているコンテキストを指定する必
要があります。

選択したタスクを実行するボタン

選択した設定を開始する場合にクリックします。選択したタスクを実行で
きない場合、警告メッセージが表示されます。実行しなければならない必
須タスクがある場合は、その必須タスクと実行方法が表示されます。

永続的な自己署名証明書

このダイアログ ボックスでは、永続的な自己署名証明書の情報を指定で
きます。ここで指定した情報を使用して、SSL ハンドシェイクで使用する
証明書が HTTPS サーバによって生成されます。永続的な自己署名証明書
はルータがリロードされた場合でも設定に残っているので、SSL ハンド
シェイク プロセス中は存在しています。ルータがリロードされた場合、
新規ユーザはこの証明書を手動で受け入れる必要がありますが、すでに受
け入れているユーザはその必要はありません。

永続的な自己署名証明書機能の詳細については、次のリンク先を参照して
ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_gui
de09186a008040adf0.html#wp1066623

この URL 全部が完全にブラウザのリンク フィールドに指定されているこ
とを確認してください。
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名前

このフィールドには、Router_Certificate という名前が表示されています。
必要に応じて、この名前を変更できます。この名前は、証明書要求で使用
される件名に対応しています。

RSA キーの長さ

このフィールドには、値 512 が表示されています。必要に応じて、より長
いキー（1024 など）を指定できます。キーの長さは 64 の倍数でなければ
なりません。

件名

件名エリア内のフィールドの情報を指定します。これらのフィールドの詳
細については、「その他の件名属性」を参照してください。

生成ボタン

このウィンドウに情報を指定したら、[ 生成 ] をクリックして、ルータで永
続的な自己署名証明書を作成します。

ようこそ

各ウィザードの [ ようこそ ] ウィンドウには、そのウィザードで実行できる
タスクが表示されます。この情報を見て、正しいウィザードを使用してい
ることを確認してください。間違ったウィザードを開いているときは、
[ キャンセル ] をクリックして [SSL VPN の作成 ] ウィンドウに戻り、使用し
たいウィザードを選択します。

ウィザードですべての情報を指定すると、指定した情報が [ 要約 ] ウィンド
ウに表示されます。ルータに配信している Cisco IOS CLI コマンドを確認
するときは、[ キャンセル ] をクリックしてウィザードを終了し、[ 編集 ] > 
[ 設定 ] を順にクリックし、[ コマンドをルータに配信する前にプレビュー
する ] チェック ボックスを選択します。次に、ウィザードを再起動して、
必要な情報を指定します。ルータに設定を配信するときは、別のウィンド
ウが表示され、配信する Cisco IOS CLI コマンドをこのウィンドウで確認
できます。
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SSL VPN ゲートウェイ

Cisco IOS SSL VPN ゲートウェイは、ゲートウェイを使用する SSL VPN コ
ンテキストの IP アドレスとデジタル証明書を提供します。このウィンド
ウではゲートウェイの情報と、ユーザをポータルにアクセスできるように
する情報を指定できます。

IP アドレス フィールドと名前フィールド

これらのフィールドでは、ユーザが Cisco IOS SSL VPN ポータルにアクセ
スするときに入力する URL を作成します。IP アドレス リストには、設定
済みのルータ インターフェイスすべての IP アドレスと、既存の Cisco IOS 
SSL VPN ゲートウェイすべての IP アドレスが含まれます。ルータ イン
ターフェイスの IP アドレスが目的のクライアントが到達可能なパブリッ
ク アドレスである場合は、その IP アドレスを使用し、そうでない場合は、
そのクライアントが到達可能な別のパブリック IP アドレスを使用するこ
とができます。

ゲートウェイで使用されたことがない IP アドレスを使用する場合は、新
しいゲートウェイを作成します。

IP アドレスを介した、セキュリティ保護された Cisco CP アクセスの有効化チェック ボック
ス

この IP アドレスから引き続き Cisco CP にアクセスする場合に、この
チェック ボックスを選択します。Cisco CP へのアクセスに現在使用してい
る IP アドレスを入力すると、このチェック ボックスが表示されます。

注 このチェック ボックスを選択すると、設定をルータに配信した後で Cisco 
CP へのアクセスに使用する必要がある URL が変更されます。ウィンドウ
下部の情報エリアを調べて、使用する URL を確認してください。PC のデ
スクトップ上にこの URL へのショートカットが表示されるので、今後は
このショートカットを使用して Cisco CP にアクセスできます。
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デジタル証明書

新しいゲートウェイを作成する場合、ゲートウェイへのログオン時にルー
タからクライアントに提示するデジタル証明書を選択します。既存のゲー
トウェイの IP アドレスを選択した場合は、ルータではそのゲートウェイ
に設定されているデジタル証明書を使用するので、このフィールドは無効
になります。

情報エリア

[IP アドレス ] フィールドと [ 名前 ] フィールドに情報を指定すると、このエ
リアにユーザが入力する URL が表示されます。この URL を、この 
Cisco IOS SSL VPN の作成対象であるユーザに提供する必要があります。

[IP アドレスを介した、セキュリティ保護された Cisco CP アクセスの有効
化 ] チェック ボックスを選択した場合、今後 Cisco CP へのアクセスに使用
する必要がある URL がこのエリアに表示されます。Cisco IOS SSL VPN 設
定をルータに配信すると、PC のデスクトップ上にこの URL へのショート
カットが表示されます。

ユーザ認証

このウィンドウでは、ルータでユーザ認証を実行する方法を指定します。
ルータでは Cisco IOS SSL VPN ユーザをローカルに認証したり、リモート 
AAA サーバに認証リクエストを送信したりすることができます。

外部 AAA サーバ ボタン

ルータで AAA サーバを使用して Cisco IOS SSL VPN ユーザを認証する場
合にクリックします。ルータは、このウィンドウに表示されている AAA 
サーバを使用します。設定されている AAA サーバがない場合は、この
ウィンドウで設定できます。このオプションを使用するには、少なくとも 
1 つの AAA サーバをルータに設定しておく必要があります。

このルータ上でローカルにボタン

ルータ自身でユーザを認証する場合にクリックします。ルータではこの
ウィンドウに表示される各ユーザを認証します。ルータにユーザが設定さ
れていない場合は、このウィンドウでユーザを追加できます。
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初は外部 AAA サーバ、次にこのルータ上でローカルにボタン

初はルータで AAA サーバを使用して認証を行い、その認証が失敗した
ら、ローカル認証を行う場合にクリックします。そのユーザが設定済み 
AAA サーバに設定されていないか、またはルータ上でローカルに設定さ
れていない場合は、そのユーザの認証は失敗します。

AAA 認証方式リストの使用ボタン

ルータで認証用の方式リストを使用する場合にクリックします。方式リス
トには、使用する認証方式が含まれています。ルータはこのリスト内の
初の認証方式を試みます。認証に失敗したら、このリスト内の次の方式を
試みます。ユーザが認証されるか、またはリストの 後に達するまでこれ
を繰り返します。

このルータに対して設定されている AAA サーバ リスト

このリストには、ルータがユーザの認証に使用する AAA サーバが含まれ
ています。AAA サーバを使用したユーザ認証を選択する場合、少なくと
も 1 つのサーバの名前または IP アドレスがこのリストに含まれている必
要があります。新しいサーバの情報を追加するには、[ 追加 ] ボタンを使用
します。ルータ上の AAA 設定を管理するには、ウィザードを終了して [ 追
加タスク ] をクリックし、[ 追加タスク ] ツリーの AAA ノードをクリックし
ます。[ このルータ上でローカルに ] を選択している場合は、このリストは
表示されません。

ユーザ アカウントをこのルータでローカルに作成します

このリストには、ルータで認証を行うユーザを入力します。[ 追加 ] ボタン
と [ 編集 ] ボタンを使用して、ルータ上のユーザを管理します。[ 外部 AAA 
サーバ ] を選択した場合は、このリストは表示されません。

イントラネット Web サイトの設定

ユーザがアクセスするイントラネット Web サイトのグループをこのウィ
ンドウで設定します。これらのリンクは、Cisco IOS SSL VPN ユーザのロ
グイン時に表示されるポータルに表示されます。
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アクション カラムと URL リスト カラム

既存の Cisco IOS SSL VPN コンテキストにポリシーを追加する場合、表示
されているテーブルに URL リストが含まれている場合があります。表示
されている URL リストをポリシーで使用する場合は、[ 選択 ] を選択しま
す。

新しいリストを作成するときは、[ 追加 ] をクリックして、表示されるダイ
アログに必要な情報を入力します。このテーブル内の URL リストを変更
するときは [ 編集 ] キーを、削除するときは [ 削除 ] キーを使用します。

URL の追加 / 編集

このウィンドウでは、Cisco IOS SSL VPN リンクの情報を追加または編集
します。

ラベル

ラベルは、ユーザが Cisco IOS SSL VPN にログインすると表示されるポー
タルに表示されます。たとえば、有給休暇と給料日を表示するカレンダー
へのリンクを指定しているときは、ラベル「給与カレンダー」が使用され
ます。

URL リンク

ユーザにアクセスを許可する企業イントラネット Web サイトへの URL を
入力または編集します。

SSL VPN ポータルページのカスタマイズ

この画面で行う設定によって、ユーザに対するポータルの外観が決まりま
す。リストに挙げられている定義済みのテーマから選択して、そのテーマ
を使用した場合のポータルの表示をプレビューすることができます。

テーマ

定義済みのテーマの名前を選択します。
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プレビュー

このエリアには、選択したテーマが反映されたポータルが表示されます。
いくつかのテーマをプレビューして、使用するテーマを決定してくださ
い。

SSL VPN パススルー設定

ユーザをイントラネットにアクセスできるようにするには、アクセス コ
ントロール エントリ（ACE）をファイアウォールとネットワーク アクセ
ス コントロール（NAC）設定に追加して、SSL トラフィックがイントラ
ネットに到達できるようにする必要があります。Cisco CP にこれらの 
ACE の設定を任せることもできますが、[ セキュリティ ] > [ ファイア
ウォールと ACL] > [ ファイアウォール ポリシー /ACL の編集 ] を選択して
必要な編集を行えば、ユーザ自身で設定することもできます。

Cisco IOS SSL VPN ウィザード実行中に Cisco CP で ACE を設定する場合
は、[NAC およびファイアウォールで作業するために SSL VPN を許可 ] を
クリックします。Cisco CP によって作成された ACE を表示するには、[ 詳
細の表示 ] をクリックします。Cisco CP が追加するエントリは、次の例の
ようになります。

permit tcp any host 172.16.5.5 eq 443

Cisco IOS SSL VPN コンテキストを編集しているときには、影響を受ける
インターフェイスとそのインターフェイスに適用される ACL が表示され
ます。Cisco CP で ACL にエントリを追加し、SSL トラフィックがファイ
アウォールを通過できるようにするには、[ 変更 ] をクリックします。
Cisco CP で追加したエントリを表示するには、[ 詳細 ] をクリックします。
このエントリは、上記の例と同様のエントリになります。

ユーザ ポリシー 
このウィンドウでは、既存の Cisco IOS SSL VPN を選択して、それに新し
いポリシーを追加することができます。たとえば、Corporate という名前
で作成されている Cisco IOS SSL VPN に、Engineering という名前の新しい
ユーザ グループに対するイントラネット アクセスを定義することができ
ます。
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既存の SSL VPN の選択

ユーザの新しいグループを作成する Cisco IOS SSL VPN を選択します。す
でにその Cisco IOS SSL VPN に設定されているポリシーが、リストの下の
ボックスに表示されます。いずれかのポリシーをクリックすると、その詳
細を表示できます。詳細については、「SSL VPN グループ ポリシーの詳
細：ポリシー名」を参照してください。

新規ポリシーの名前

ユーザの新しいグループに付ける名前を入力します。このフィールドの下
のエリアに、この Cisco IOS SSL VPN に設定されているグループ ポリシー
が表示されます。

SSL VPN グループ ポリシーの詳細：ポリシー名

このウィンドウには、既存の Cisco IOS SSL VPN ポリシーの詳細が表示さ
れます。

サービス

このエリアには、URL の細分化、Cisco Secure Desktop など、このポリ
シーが設定されているサービスが表示されます。

ユーザに表示される URL

このエリアには、このポリシーで制御されるユーザに表示されるイントラ
ネット URL が表示されます。

ユーザに表示されるサーバ

このエリアには、このポリシーで使用するよう設定されているポート転送
サーバの IP アドレスが表示されます。

WINS サーバ

このエリアには、このポリシーで使用するよう設定されている WINS サー
バの IP アドレスが表示されます。
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SSL VPN ユーザ グループの選択

詳細サービスを設定する Cisco IOS SSL VPN およびそれに関連付けられて
いるユーザ グループをこのウィンドウで選択します。

SSL VPN

このリストから、ユーザ グループが関連付けられている Cisco IOS SSL 
VPN を選択します。

ユーザ グループ

詳細機能を設定するユーザ グループを選択します。このリストの内容は、
選択した Cisco IOS SSL VPN によって異なります。

[ 拡張ファイアウォール ] の選択

このウィンドウでは、設定する機能を選択します。選択した機能を設定で
きるウィンドウが、ウィザードに表示されます。

たとえば、[ シン クライアント（ポート転送）]、[Cisco Secure Desktop]、お
よび [Common Internet File System（CIFS）] をクリックすると、それらの機
能の設定ウィンドウがウィザードに表示されます。

少なくとも 1 つの設定する機能を選択する必要があります。

シン クライアント ( ポート転送 )
リモート ワークステーションでは、イントラネット サーバと通信するた
めに、クライアント アプリケーションを実行しなければならないことが
あります。たとえば、Internet Mail Access Protocol（IMAP）サーバや 
Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）サーバでは、電子メールを送受信す
るために、ワークステーションでクライアント アプリケーションを実行
する必要があります。シン クライアント機能（ポート転送とも呼ばれる）
を使用すると、ポータルと同時に小さなアプレットをダウンロードして、
リモート ワークステーションがイントラネット サーバと通信できるよう
になります。
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このウィンドウには、イントラネット用に設定されているサーバとポート
番号のリストが表示されます。サーバの IP アドレスとポート番号を追加
するには、[ 追加 ] ボタンを使用します。このリストの情報を変更するとき
は [ 編集 ] ボタンを、サーバの情報を削除するときは [ 削除 ] ボタンを使用
します。

作成したリストは、クライアントのログイン時に表示されるポータルに表
示されます。

サーバの追加 / 編集

このウィンドウでは、サーバ情報を追加または編集します。

サーバの IP アドレス

サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

サービスがリッスンするサーバ ポート

このサービスに対してサーバがリッスンするポートの番号を入力します。
サービスの標準ポート番号（Telnet の場合はポート番号 23 など）、または 
Port-to-Application Mapping（PAM）が作成されている非標準ポート番号を
指定できます。たとえば、サーバ上の Telnet ポート番号を 2323 に変更し、
そのサーバ上のそのポート番号に PAM エントリを作成した場合は、この
ウィンドウに 2323 を入力します。

クライアント PC 上のポート

このフィールドには、Cisco CP によって 番号 3000 から始まる値が入力さ
れます。エントリを追加するたびに、値が 1 ずつ増加します。このフィー
ルドに入力されているエントリを使用します。

説明

エントリの説明を入力します。たとえば、ユーザがサーバに 10.10.11.2 で 
telnet 接続できるようにするエントリを追加する場合は、「Telnet to 
10.10.11.2」と入力します。入力した説明はポータルに表示されます。
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詳細

詳細な情報を表示する場合にこのリンクをクリックします。「ポート転送
サーバについての理解を深める」をクリックすると、サーバに関する情報
を表示できます。

フル トンネル

フル トンネル クライアントは、フル トンネル ソフトウェアをダウンロー
ドして、ルータから IP アドレスを取得する必要があります。このウィン
ドウでは、フル トンネル クライアントがログオン時に取り出す IP アドレ
スが含まれている IP アドレス プールを設定し、フル トンネル インストー
ル バンドルの場所を指定します。

注 ソフトウェア インストール バンドルがインストールされていない場合は、
このウィザード終了後にこのバンドルをインストールするための十分なメ
モリがルータのフラッシュになければなりません。

フル トンネルの有効化チェック ボックス

このチェック ボックスを選択すると、ルータがユーザの PC にフル トンネ
ル クライアント ソフトウェアをダウンロードできるようになり、この
ウィンドウの他のフィールドが有効になります。

IP アドレス プール

フル トンネル クライアントが取り出す IP アドレスが含まれている IP アド
レス プールを指定します。このフィールドに既存のプールの名前を入力
したり、フィールドの右側にあるボタンをクリックして [ 既存の IP プール
を選択 ] を選択し、プールのリストを参照して選択することができます。
[新しいプールの作成] を選択して表示されるダイアログ ボックスに入力す
れば、新しいプールを作成することもできます。選択または作成するアド
レス プールには、企業イントラネットのアドレスが含まれている必要が
あります。
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クライアント PC にインストールされているフル トンネル クライアント ソフトウェアの維持
チェック ボックス

ログオフしても、クライアント PC 上にフル トンネル ソフトウェアを残し
ておく場合は、このチェック ボックスを選択します。このチェック ボッ
クスを選択しない場合は、クライアントがゲートウェイと通信を確立する
たびに、このソフトウェアをダウンロードします。

フル トンネル クライアントのインストール チェック ボックス

ここでフル トンネル クライアント ソフトウェアをインストールするとき
に、このチェック ボックスを選択します。クライアント ソフトウェアは、
Cisco IOS SSL VPN の編集時にインストールすることもできます。

フル トンネル クライアント ソフトウェアは、クライアントがダウンロー
ドしてフルトンネル接続を確立できるように、ルータにインストールされ
ている必要があります。フル トンネル ソフトウェアが Cisco CP とともに
インストールされた場合は、このソフトウェアへのパスが [ 場所 ] フィール
ドに自動的に表示されます。その一例を例 22-1 に示します。

例 22-1 ルータにインストールされるフル トンネル パッケージ

flash:sslclient-win-1.0.2.127.pkg

例 22-1 では、フル トンネル インストール バンドルはルータのフラッシュ 
メモリにロードされています。ルータのプライマリ デバイスがディスク
またはスロットの場合は、表示されるパスは diskn または slotn から始ま
ります。

このフィールドが空白の場合は、インストール バンドルの場所を指定し
て Cisco CP がルータのプライマリ デバイスにインストール バンドルを
ロードできるようにするか、または、このウィンドウの下部にある 新版
をダウンロードするリンクをクリックして、Cisco.com からソフトウェア 
インストール バンドルをダウンロードする必要があります。このリンク
をクリックすると、次の Web ページにアクセスします。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/sslvpnclient
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注 Cisco ソフトウェア ダウンロード サイトからソフトウェアをダウンロード
するには、CCO ユーザ名とパスワードが必要となる場合があります。こ
れらのクレデンシャルを取得するには、いずれかの Cisco.com Web ページ
の上部の [ ユーザ登録 ] をクリックして、必要な情報を入力してください。
ユーザ ID とパスワードは電子メールで送信されてきます。

フル トンネル ソフトウェア インストール バンドルの検索方法と、Cisco 
CP で使用するバンドルへのパスの指定方法については、「Cisco CP 用のイ
ンストール バンドルの検索」を参照してください。

詳細ボタン

スプリット トンネリング、スプリット DNS、クライアントの Microsoft 
Internet Explorer の設定など、詳細オプションを設定するときにクリック
します。

Cisco CP 用のインストール バンドルの検索

Cisco CP が Cisco IOS SSL VPN 設定で使用できるようにソフトウェア イン
ストール バンドルの場所を検索するには、次の手順を使用します。ある
いは、必要に応じて、ルータ上にこのソフトウェアをロードすることもで
きます。

注 Cisco ソフトウェア ダウンロード サイトからソフトウェアをダウンロード
するには、CCO ユーザ名とパスワードが必要となる場合があります。こ
れらのクレデンシャルを取得するには、いずれかの Cisco.com Web ページ
の上部の [ ユーザ登録 ] をクリックして、必要な情報を入力してください。
ユーザ ID とパスワードは電子メールで送信されてきます。

手順 1 [場所 ] フィールドを確認します。インストール バンドルへのパスが [場所 ] 
フィールドに表示されているときは、これ以上何も行う必要はありませ
ん。Cisco CP により、その場所からソフトウェアをダウンロードするよう
ルータが設定されます。例 22-2 は、ソフトウェア インストール バンドル
へのパスを示しています。
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例 22-2 ルータにインストールされるフル トンネル パッケージ

flash:sslclient-win-1.0.2.127.pkg

手順 2 [ 場所 ] フィールドが空白の場合は、このフィールドの右にある [...] ボタン
をクリックして、ソフトウェアの場所を指定します。

手順 3 ルータにソフトウェアがインストールされている場合は、[ ルータ ファイ
ル システム ] を選択して、そのファイルを検索します。

使用している PC にソフトウェアがインストールされている場合は、[ マイ 
コンピュータ ] を選択してそのファイルを検索します。

指定したルータ ファイル システムまたは PC パスが、[ 場所 ] フィールドに
表示されます。

手順 4 ルータまたは使用している PC にソフトウェアがインストールされていな
い場合は、ソフトウェアを PC にダウンロードして、このフィールドにそ
のファイルへのパスを指定する必要があります。

a. ウィンドウの 新版をダウンロードするリンクをクリックします。必
要なソフトウェアのダウンロード ページに接続されます。

b. 表示される Web ページでは、Cisco IOS プラットフォームおよびその
他のプラットフォームで使用できるソフトウェア パッケージが提供さ
れている場合があります。Cisco IOS プラットフォームにダウンロー
ドするソフトウェアの 新バージョンをダブルクリックし、CCO の
ユーザ名とパスワードの入力を求められたら指定します。

c. PC にソフトウェア パッケージをダウンロードします。

d. Cisco IOS SSL VPN ウィザードで、[ 場所 ] フィールドの右にある [...] ボ
タンをクリックし、表示された場所を選択するウィンドウの [ マイ コ
ンピュータ ] を選択して、ファイルをダウンロードしたディレクトリ
に移動します。

e. インストール バンドル ファイルを選択し、場所を選択するウィンドウ
の [OK] をクリックします。[ 場所 ] フィールドにそのパスが表示され
ます。次の例では、PC のデスクトップに置かれているインストール 
バンドル ファイルを示しています。

例 22-3 ルータにインストールされているフル トンネル パッケージ

C:\Documents and Settings\username\Desktop\sslclient-win-1.1.0.154.pkg
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[ 完了 ] をクリックすると、この設定をルータに配信したときに、指定
した PC のディレクトリからルータ上にソフトウェアがインストール
されます。

Cisco Secure Desktop の有効化

ユーザが Cisco IOS SSL VPN にログオンすると、ルータはユーザの PC 上
に Cisco Secure Desktop をインストールできます。Web トランザクション
では、ユーザのログアウト後も、cookie、ブラウザの履歴ファイル、電子
メールの添付ファイル、およびその他のファイルが PC 上にそのまま残る
ことがあります。Cisco Secure Desktop は、デスクトップ上に安全なパー
ティションを作成し、セッション終了後に米国国防総省のアルゴリズムを
使用してファイルを削除します。

Cisco Secure Desktop のインストール

クライアントは、ルータから Cisco Secure Desktop ソフトウェア インス
トール バンドルをダウンロードする必要があります。このソフトウェア
が Cisco CP とともにインストールされた場合は、例 22-4 に示すように、
このソフトウェアへのパスが [ 場所 ] フィールドに自動的に表示されます。

例 22-4 ルータにインストールされている Cisco Secure Desktop パッケー
ジ

flash:/securedesktop-ios-3.1.0.29-k9.pkg

例 22-4 では、Cisco Secure Desktop インストール バンドルはルータのフ
ラッシュ メモリにロードされています。ルータのプライマリ デバイスが
ディスクまたはスロットの場合は、表示されるパスは diskn または slotn 
から始まります。

このフィールドが空白の場合は、インストール バンドルの場所を指定し
て Cisco CP がルータのプライマリ デバイスにインストール バンドルを
ロードできるようにするか、または、このウィンドウの下部にある 新版
をダウンロードするリンクをクリックして、Cisco.com からソフトウェア 
インストール バンドルをダウンロードする必要があります。このリンク
をクリックすると、次の Web ページにアクセスします。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/securedesktop
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注 Cisco ソフトウェア ダウンロード サイトからソフトウェアをダウンロード
するには、CCO ユーザ名とパスワードが必要となる場合があります。こ
れらのクレデンシャルを取得するには、いずれかの Cisco.com Web ページ
の上部の [ ユーザ登録 ] をクリックして、必要な情報を入力してください。
ユーザ ID とパスワードは電子メールで送信されてきます。

Cisco Secure Desktop ソフトウェア インストール バンドルの検索方法と、
Cisco CP で使用するバンドルへのパスの指定方法については、「Cisco CP 
用のインストール バンドルの検索」を参照してください。

Common Internet File System

Common Internet File System（CIFS）を使用すると、クライアントは Web 
ブラウザ インターフェイスを使用して、Microsoft Windows ベースのファ
イル サーバ上のファイルをリモートで参照、アクセス、および作成する
ことができます。

WINS サーバ

Microsoft Windows Internet Naming Service（WINS）サーバでは、クライア
ント IP アドレスを、対応する NetBIOS 名にマップするデータベースを保
持しています。使用しているネットワークの WINS サーバの IP アドレス
をこのボックスに入力します。複数のアドレスはセミコロン（;）で区切
ります。

たとえば、IP アドレス 10.0.0.18 と 10.10.10.2 を入力するときは、このボッ
クスに 10.0.0.18;10.10.10.2 と入力します。

権限

ユーザに許可する権限を指定します。

クライアントレス Citrix を有効にする

クライアントレス Citrix を使用すると、ユーザは、PC 上にクライアント 
ソフトウェアをインストールする必要なしに、リモート サーバ上の 
Microsoft Word、Excel などのアプリケーションを、ローカルで実行すると
きと同じように実行できます。ルータがアクセスできるネットワーク上の 
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1 つ以上のサーバに Citrix ソフトウェアをインストールしておく必要があ
ります。

Citrix サーバ

新しいリストを作成するときは、[ 追加 ] をクリックして、表示されるダイ
アログに必要な情報を入力します。このテーブル内の URL リストを変更
するときは [ 編集 ] キーを、削除するときは [ 削除 ] キーを使用します。

要約

このウィンドウには、作成した Cisco IOS SSL VPN 設定の要約が表示され
ます。ルータに設定を配信するときは [ 完了 ] をクリックし、ウィザード 
ウィンドウに戻って変更を行うときは [ 戻る ] をクリックします。

SSL VPN 接続の編集
SSL VPN 接続を編集するには、次のタスクを実行します。

手順 1 Cisco CP 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN] の順にクリックし
ます。

手順 2 [VPN] ツリーで、[SSL VPN] > [SSL VPN マネージャ ] の順に選択します。

手順 3 [SSL VPN の編集 ] をクリックします。

手順 4 編集する SSL VPN 接続を選択します。

手順 5 [ 編集 ] をクリックします。次に、表示されたダイアログで設定を変更しま
す。

手順 6 [OK] をクリックしてこのダイアログ ボックスを閉じ、変更をルータに送
信します。

「SSL VPN 接続の編集のリファレンス」で、設定画面について説明します。
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SSL VPN 接続の編集のリファレンス

この章の各トピックでは、SSL VPN の編集画面について説明します。

 • SSL VPN の編集

 • SSL VPN コンテキスト

 • 内部および外部インターフェイスの指定

 • ゲートウェイの選択

 • コンテキスト：グループ ポリシー

 • グループ ポリシー：全般タブ

 • グループ ポリシー：クライアントレス タブ

 • グループ ポリシー：シン クライアント タブ

 • グループ ポリシー：SSL VPN クライアント（フル トンネル）タブ

 • 詳細トンネル オプション

 • DNS および WINS サーバ

 • コンテキスト：HTML 設定

 • 色の選択

 • コンテキスト：NetBIOS 名サーバ リスト

 • NBNS サーバ リストの追加 / 編集

 • NBNS サーバの追加 / 編集

 • コンテキスト：ポート転送リスト

 • ポート転送リストの追加 / 編集

 • コンテキスト：URL リスト

 • URL リストの追加 / 編集

 • コンテキスト：Cisco Secure Desktop

 • SSL VPN ゲートウェイ

 • SSL VPN ゲートウェイの追加 / 編集

 • パッケージ

 • インストール パッケージ
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SSL VPN の編集

[SSL VPN の編集 ] ウィンドウでは、Cisco IOS SSL VPN 設定を変更または
作成できます。タブの上部に、設定されている Cisco IOS SSL VPN コンテ
キストのリストが表示されています。下部には、そのコンテキストの詳細
が表示されています。

Cisco CP でサポートする Cisco IOS SSL VPN 機能の概要については、
「Cisco IOS SSL VPN」を参照してください。

Cisco IOS SSL VPN ドキュメントへのリンクについては、「Cisco.com の 
Cisco IOS SSL VPN リンク」を参照してください。

Cisco IOS SSL VPN 設定コンポーネントが連携して動作する方法について
は、「Cisco IOS SSL VPN コンテキスト、ゲートウェイ、およびポリシー」
を参照してください。

SSL VPN コンテキスト

このエリアには、ルータに設定されている Cisco IOS SSL VPN コンテキス
トが表示されます。このエリアのコンテキストをクリックすると、ウィン
ドウの下部にそのコンテキストの詳細情報が表示されます。新しいコンテ
キストを追加するときは、[ 追加 ] をクリックして、表示されるダイアログ 
ボックスに情報を入力します。コンテキストを編集するときは、コンテキ
ストを選択し、[ 編集 ] をクリックします。コンテキストとそれが関連付け
られているグループ ポリシーを削除するときは、コンテキストを選択し
て [ 削除 ] をクリックします。

サービスを停止しているコンテキストを有効にするときは、そのコンテキ
ストを選択して [ 有効 ] をクリックします。コンテキストのサービスを停止
するときは、そのコンテキストを選択して [ 無効 ] をクリックします。

各コンテキストには、次の情報が表示されます。

名前

Cisco IOS SSL VPN コンテキストの名前です。Cisco IOS SSL VPN ウィ
ザードでコンテキストを作成した場合、コンテキスト名は [IP アドレスお
よび名前 ] ウィンドウに入力した文字列になります。

ゲートウェイ

コンテキストで使用されるゲートウェイには、Cisco IOS SSL VPN コンテ
キストが使用する IP アドレスとデジタル証明書が含まれています。
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ドメイン 
コンテキストでドメインが設定されているときは、そのドメインがこのカ
ラムに表示されます。ドメインが設定されている場合、ユーザはポータル
にアクセスするために Web ブラウザにそのドメインを入力する必要があ
ります。

ステータス

すばやくステータスを識別するためのアイコンが含まれています。

管理ステータス

ステータスの説明文です。

 • サービス提供中 ― コンテキストはサービスを提供しています。コンテ
キストで設定されているポリシーに指定されているユーザは、その 
Cisco IOS SSL VPN ポータルにアクセスできます。

 • サービス停止中 ― コンテキストはサービスを停止しています。コンテ
キストで設定されているポリシーに指定されているユーザは、その 
Cisco IOS SSL VPN ポータルにアクセスできません。

サンプル表示

次の表は、サンプルの Cisco IOS SSL VPN コンテキスト表示を示していま
す。

名前 ゲートウェイ ドメイン ステータス 管理ステータス

WorldTravel Gateway1 wtravel.net サービス提供中

A+Insurance Gateway2 aplus.com サービス停止中

SSL VPN コンテキストの詳細：名前

このエリアには、ウィンドウの上部で選択した、名前 < 名前 > を持つコ
ンテキストの詳細が表示されます。ウィンドウの上部の [ 編集 ] をクリック
すると、表示されている設定を変更できます。

SSL VPN コンテキスト

このウィンドウでは、Cisco IOS SSL VPN コンテキストを追加または編集
します。
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フィールドのリファレンス

表 22-1 SSL VPN コンテキストのフィールド 

項目 説明

名前 新しいコンテキストの名前を入力するか、既存のコンテキス
トの名前を選択してそれを編集します。

関連付けられたゲートウェイ 既存のゲートウェイを選択するか、または [ ゲートウェイの作
成 ] をクリックして、そのコンテキスト用の新しいゲートウェ
イを作成します。ゲートウェイには、このコンテキストで使
用される IP アドレスとデジタル証明書が含まれています。各
ゲートウェイには一意のパブリック IP アドレスが必要です。

ドメイン このコンテキスト用のドメインがある場合、このフィールド
に入力します。Cisco IOS SSL VPN ユーザは、ポータルにア
クセスするときに、IP アドレスの代わりにこのドメイン名を
使用することができます。mycompany.com がその一例です。

認証リスト このコンテキストに対するユーザの認証に使用する AAA 方
式リストを選択します。

認証ドメイン 認証のために送信される前に、ユーザ名に追加するドメイン
名を入力します。このドメインは、このコンテキストに対し
てユーザを認証するための AAA サーバ上で使用されるドメ
インと一致していなければなりません。

コンテキストの有効化 設定したコンテキストを有効にする場合は、[ コンテキストの
有効化 ] チェック ボックスを選択します。ここでコンテキス
トを有効にした場合、コンテキストを無効にするときに、こ
のウィンドウに戻る必要はありません。[SSL VPN の編集 ] タ
ブで、個々のコンテキストの有効化と無効化の切り替えを行
うことができます。

大ユーザ数 一度にこのコンテキストの使用を許可する 大ユーザ数を入
力します。

VRF 名 このコンテキストの VPN ルーティング / 転送（VRF）名を入
力します。この VRF 名は、ルータで設定しておく必要があり
ます。
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内部および外部インターフェイスの指定

Cisco IOS SSL VPN 接続が設定されているインターフェイスに ACL が適用
されていると、SSL トラフィックがブロックされることがあります。この
トラフィックがファイアウォールを通過できるように、Cisco CP では自動
的に ACL を変更することができます。ただし、Cisco CP に対して、どの
インターフェイスが内部（信頼できる）インターフェイスであり、どのイ
ンターフェイスが外部（信頼できない）インターフェイスであるかを指定
して、適切なトラフィックにファイアウォールの通過を許可するアクセス 
コントロール エントリ（ACE）を作成する必要があります。

表示されているインターフェイスが信頼できるインターフェイスである場
合は [ 内部 ] チェック ボックスを選択し、信頼できないインターフェイス
である場合は [ 外部 ] チェック ボックスを選択します。

デフォルトのグループ ポリ
シー

デフォルトのグループ ポリシーとして使用するポリシーを選
択します。AAA サーバに設定されているポリシーに含まれて
いないユーザに対して、デフォルトのグループ ポリシーが使
用されます。

RADIUS アカウンティングの
有効化

編集しているコンテキストで RADIUS アカウンティングの機
能を有効にするには、[RADIUS アカウンティングの有効化 ] 
チェック ボックスを選択します。このチェック ボックスを選
択していない場合は、コンテキストに対して選択した AAA 
認証リストに、設定済みの AAA サーバは含まれません。別
の認証リストを選択するか、新規の認証リストを設定する必
要があります。

ルータ設定に AAA の情報を追加するには、[VPN コンポーネ
ント ] > [AAA] > [AAA サーバ ] > [ 追加 ] の順にクリックしま
す。表示されたダイアログ ボックスに、IP アドレスなどの必
要な情報を入力します。これで、入力した AAA サーバ情報
が認証リストで使用できるようになります。

表 22-1 SSL VPN コンテキストのフィールド （続き）

項目 説明
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ゲートウェイの選択

このウィンドウから既存のゲートウェイを選択します。このウィンドウで
は、ゲートウェイを選択するときに必要な情報が提供されます。このウィ
ンドウには、すべてのゲートウェイの名前と IP アドレス、各ゲートウェ
イが関連付けられているコンテキスト数、およびゲートウェイが有効に
なっているかどうかが表示されます。

コンテキスト：グループ ポリシー

このウィンドウには、選択した Cisco IOS SSL VPN コンテキストに対して
設定されているグループ ポリシーが表示されます。グループ ポリシーを
管理するには、[ 追加 ]、[ 編集 ]、および [ 削除 ] ボタンを使用します。

このウィンドウには、各ポリシーのポリシー名と、そのポリシーがデフォ
ルトのグループ ポリシーであるかどうかが表示されます。デフォルトの
グループ ポリシーは、他のポリシーに含まれていないユーザに割り当て
られるポリシーです。[ コンテキスト ] ウィンドウに戻り、別のポリシーを
デフォルトとして選択すれば、グループ ポリシーを変更できます。

リスト内のポリシーをクリックすると、ウィンドウの下部にそのポリシー
の詳細が表示されます。これらの詳細情報の説明については、以下のリン
クをクリックしてください。

グループ ポリシー：全般タブ

グループ ポリシー：クライアントレス タブ

グループ ポリシー：シン クライアント タブ

グループ ポリシー：SSL VPN クライアント（フル トンネル）タブ

詳細についてはここをクリック

重要な情報については、ウィンドウ内のこのリンクをクリックしてくださ
い。このヘルプ ページからグループ ポリシーの情報を表示するときは、

「グループ ポリシーについての理解を深める」をクリックします。

グループ ポリシー：全般タブ

新しいグループ ポリシーを作成する場合、[ 全般 ] タブの各フィールドに情
報を入力します。
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フィールドのリファレンス

表 22-2 [ 全般 ] タブのフィールド 

項目 説明

名前 グループ ポリシーの名前を入力します（たとえば、
Engineering、Human Resources、Marketing など）。

これをコンテキストのデフォ
ルトのグループ ポリシーにし
ます 

このグループ ポリシーをデフォルトのグループ ポリシーにす
る場合に選択します。デフォルトのグループ ポリシーは、他
のポリシーに含まれていないユーザに割り当てられるポリ
シーです。このチェック ボックスを選択すると、このポリ
シーが [ グループ ポリシー ] ウィンドウのデフォルトのポリ
シーとして表示されます。

タイムアウト

アイドル タイムアウト クライアントがアイドル状態になってからセッションが終了
するまでの秒数を入力します。

セッション タイムアウト セッションのアクティビティに関係なく、セッションの 大
秒数を入力します。

アプリケーション ACL
アプリケーション ACL SSLVPN では、アプリケーション ACL を使用して、グループ

で許可する URL および拒否する URL を指定します。このグ
ループ向けに設定済みのアプリケーション ACL を選択しま
す。

アプリケーション ACL を設定するには、SSL VPN コンテキ
ストのツリーに移動し、[ アプリケーション ACL] をクリック
して、[ アクセス コントロール リスト ] ウィンドウを表示しま
す。次に、[ 追加 ] をクリックします。

表示 選択したアプリケーション ACL の詳細を表示するには、[ 表
示 ] をクリックします。

グループ ポリシー：クライアントレス タブ

クライアントレス Citrix を使用すると、ユーザは、アプリケーションを使
用してリモート システムにクライアント ソフトウェアをインストールす
る必要なしに、リモート サーバ上のアプリケーションを、ローカルで実
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行するときと同じように実行できます。ルータがアクセスできるネット
ワーク上の 1 つ以上のサーバに Citrix ソフトウェアをインストールしてお
く必要があります。

Cisco IOS SSL VPN クライアントでクライアントレス Citrix を使用できる
ようにする場合に、情報を入力します。

フィールドのリファレンス

表 22-3 [ クライアントレス ] タブのフィールド 

項目 説明

クライアントレス Web 参照

アクション

URL リスト

このグループのユーザに表示されるポータルに表示する 1 つ
以上の URL リストを選択します。指定したリスト内の URL 
がポータルに表示されます。

表示 URL リストを確認する場合は、リストから名前を選択して 
[ 表示 ] をクリックします。

追加 URL リストまたは Citrix サーバ リストを追加するには、[ 追
加 ] をクリックして、必要なオプションを選択します。

ポータル ページの URL バー
非表示

ユーザのアクセスをリスト内の URL に制限する場合、および
ユーザが他の URL を入力できないようにする場合は、[ ポー
タル ページの URL バー非表示 ] をクリックします。

URL の難読化 グループ ポリシーで URL の難読化の機能を有効にするには、
[URL の難読化 ] をクリックします。URL の難読化を有効にす
ると、Web サーバや Web ページ内のその他の内部リソースへ
のパスが、それらを使用しているエンド ユーザには表示され
なくなります。代わりに、ネットワークに関する情報を把握
できない難読化されたパスが表示されます。

Citrix の有効化 グループ ポリシーでクライアントレス Citrix を有効にするに
は、[Citrix の有効化 ] をクリックします。Citrix を使用する
と、ユーザは、PC 上にクライアント ソフトウェアをインス
トールする必要なしに、リモート サーバ上の Microsoft Word、
Excel などのアプリケーションを、ローカルで実行するときと
同じように実行できます。ルータがアクセスできるネット
ワーク上の 1 つ以上のサーバに Citrix ソフトウェアをインス
トールしておく必要があります。
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グループ ポリシー：シン クライアント タブ

このグループのメンバに対してシン クライアント（ポート転送とも呼ば
れる）を設定する場合に、このタブで設定を行います。

フィールドのリファレンス

CIFS の有効化

企業ネットワーク内の MS Windows サーバにあるファイルをグループ メンバが閲覧できるよ
うにする場合は、[CIFS の有効化 ] を選択します。CIFS を有効にすると、以下のオプションが
有効になります。

読み取り グループ メンバにファイルの読み取りを許可するときは、[ 読
み取り ] をクリックします。

書き込み グループ メンバにファイルの変更を許可するときは、[ 書き込
み ] をクリックします。

NBNS サーバ リスト 対象とするユーザに適切なファイルを表示できるようにする 
NBNS サーバ リストを指定する必要があります。このグルー
プに使用する NBNS サーバ リストを選択します。リストを設
定するには、SSL VPN コンテキスト ツリーで [NetBIOS 名
サーバ リスト ] をクリックし、[ 追加 ] をクリックしてリスト
を設定します。

表示 WINS サーバ リストの内容を確認するには、そのリストを選
択して [ 表示 ] をクリックします。

表 22-3 [ クライアントレス ] タブのフィールド （続き）

項目 説明

表 22-4 [ シン クライアント ] タブのフィールド 

項目 説明

シン クライアントの有効化 [ シン クライアントの有効化 ( ポート転送 )] をクリックし、
ポート転送リストを指定してこの機能を有効にします。この
グループ ポリシーを設定した Cisco IOS SSL VPN コンテキス
トに対して、少なくとも 1 つのポート転送リストを設定する
必要があります。
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グループ ポリシー：SSL VPN クライアント（フル トンネル）タブ

グループ メンバがフルトンネル クライアント ソフトウェアをダウンロー
ドして使用できるようにする場合に、このタブで設定を行います。

注 [SSL VPN] ツリーの [ パッケージ ] をクリックし、インストール バンドルの
場所を指定してから、[ インストール ] をクリックして、フル トンネル ク
ライアント ソフトウェアの場所を指定する必要があります。

リストから [ 有効 ] をクリックして、フル トンネル接続を有効にします。
フル トンネル接続を必要とする場合は、[ 必須 ] をクリックします。[ 必須 ] 
を選択すると、Cisco IOS SSL VPN クライアント ソフトウェアがクライア
ント PC に正常にインストールされているときだけ、クライアントレス通
信とシン クライアント通信が動作します。

クライアントが IP アドレスを割り当てられる IP アドレス プール

フル トンネル接続を確立するクライアントは、ルータから IP アドレスを
割り当てられます。プールの名前を指定するか、または [...] ボタンをク
リックして、ルータが割り当てることができる IP アドレスが格納される
新しいプールを作成します。

表示 選択したポート転送リストを確認するときは、[ 表示 ] をク
リックします。

アプレットの自動ダウンロー
ド

 [ アプレットの自動ダウンロード ] オプションを使用すると、
クライアントがログオンしたときに、シン クライアント アプ
レットが自動的にクライアントにダウンロードされます。こ
のオプションはデフォルトで選択されています。

表 22-4 [ シン クライアント ] タブのフィールド （続き）

項目 説明
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クライアント PC にインストールされているフル トンネル クライアント ソフトウェアの維持
チェック ボックス

ログオフしても、クライアント PC 上にフル トンネル ソフトウェアを残し
ておく場合は、このチェック ボックスを選択します。このチェック ボッ
クスを選択しない場合は、クライアントがゲートウェイと通信を確立する
たびに、このソフトウェアをダウンロードします。

再ネゴシエート キー フィールド

トンネルが停止してから、新しい SSL キーをネゴシエートしてトンネルが
再確立できるようになるまでの秒数を入力します。

このグループのユーザによる企業リソースへのアクセスを制限する ACL

企業ネットワーク上で、グループ メンバが利用できるリソースを指定す
るアクセス リスト（ACL）を選択または作成できます。

フルトンネル ソフトウェアがインストールされた状態で Web ブラウザを開くと、ホーム 
ページ クライアントが表示されます

このグループのフル トンネル クライアントに表示されるホームページの 
URL を入力します。

デッド ピア検知タイムアウト

デッド ピア検知（DPD）を使用すると、応答していないピアを検出でき
ます。ルータが検出の際に使用するタイムアウトを、応答していないクラ
イアントと応答していないサーバについて別々に設定できます。いずれの
タイムアウト範囲も 0 ～ 3,600 秒です。

DNS および WINS サーバの設定ボタン

クリックすると、[DNS および WINS サーバ ] ダイアログが表示され、クラ
イアントがイントラネットのホストとサービスにアクセスするときに使用
する、企業イントラネット上の DNS サーバと WINS サーバの IP アドレス
を指定できます。
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詳細トンネル オプションの設定ボタン

クリックすると、[ 詳細トンネル オプション ] ダイアログが表示され、スプ
リット トンネリングのトンネル設定、スプリット DNS、およびクライア
ントのプロキシ サーバ設定を Microsoft Internet Explorer を使用して行うこ
とができます。

詳細トンネル オプション

このダイアログ ボックスでは、暗号化されたトラフィックの制御、企業
イントラネット上の DNS サーバの指定、およびクライアントのブラウザ
に送信されるプロキシ サーバ設定を行うことができます。

スプリット トンネリング

すべてのトンネルのトラフィックを暗号化すると、大量のシステムのリ
ソースを消費してしまうことがあります。スプリット トンネリングを使
用すると、トラフィックを暗号化するネットワークを指定して、それ以外
のネットワーク宛てのトラフィックは暗号化しないようにすることができ
ます。暗号化するトンネル トラフィックを指定することも、暗号化しな
いトラフィックを指定して、それ以外のトンネル トラフィックをすべて
ルータで暗号化するように指定することもできます。作成できるリストは 
1 つのみで、そのリストに含まれるトラフィックと除外されるトラフィッ
クは相互排他になります。

[ トラフィックを含む ] をクリックし、[ 追加 ]、[ 編集 ]、および [ 削除 ] キー
を使用して、トラフィックを暗号化する宛先ネットワークのリストを作成
します。あるいは、[ トラフィックを含まない ] をクリックして、トラ
フィックを暗号化しない宛先ネットワークのリストを作成します。

ルータが接続されている LAN に送信される暗号化クライアント トラ
フィックから明示的に除外するときは、[ ローカル LAN を含まない ] をク
リックします。ルータが接続されている LAN にネットワーク プリンタが
接続されている場合は、このオプションを使用する必要があります。

「スプリット トンネリングについての理解を深める」には、このトピック
に関する詳細情報があります。
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スプリット DNS

Cisco IOS SSL VPN クライアントが特定のドメインを解決するときにだけ
企業ネットワークの DNS サーバを使用する場合は、このエリアにそのド
メインを入力できます。入力するドメインは、企業イントラネット内のド
メインでなければなりません。各エントリはセミコロンで区切り、キャ
リッジ リターンは使用しないでください。エントリのサンプル リストを
示します。

yourcompany.com;dev-lab.net;extranet.net

それ以外のすべてのドメインを解決するときは、クライアントは自分の 
ISP から提供されている DNS サーバを使用する必要があります。

ブラウザ プロキシ設定

このエリアの設定は、フル トンネル接続が設定されているクライアント
の Microsoft Internet Explorer ブラウザに送信されます。クライアントで別
のブラウザを使用している場合は、これらの設定は使用されません。

プロキシ サーバを使用しない

Cisco IOS SSL VPN クライアント ブラウザにプロキシ サーバを使用しない
よう指示する場合にクリックします。

プロキシ設定の自動検出

Cisco IOS SSL VPN クライアント ブラウザにプロキシ サーバ設定を自動検
出するよう指示する場合にクリックします。

ローカル アドレスのプロキシ設定をバイパスする

ローカル アドレスに接続しているクライアントが通常のプロキシ設定を
バイパスできるようにする場合にクリックします。

プロキシ サーバ

プロキシ サーバの IP アドレスと、プロキシ サーバが提供するサービスで
使用するポート番号を、これらのフィールドに入力します。たとえば、プ
ロキシ サーバが FTP 要求をサポートしている場合は、プロキシ サーバの 
IP アドレスとポート番号 21 を入力します。
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次のアドレスで始まるプロキシ サーバを使用しない

特定の IP アドレスまたはネットワークにトラフィックを送信する際に、
クライアントでプロキシ サーバを使用しないようにする場合は、その IP 
アドレスまたはネットワークをここに入力します。各エントリはセミコロ
ンを使用して区切ります。たとえば、10.10.0.0 または 10.11.0.0 ネット
ワークのサーバに接続するときに、クライアントでプロキシ サーバを使
用しないようにする場合は、「10.10;10.11」と入力します。ネットワーク
はいくつでも入力できます。

DNS および WINS サーバ

企業ネットワークの DNS サーバおよび WINS サーバの、Cisco IOS 
SSL VPN クライアントに送信する IP アドレスを入力します。Cisco IOS 
SSL VPN クライアントはこれらのサーバを使用して、企業イントラネッ
ト上のホストとサービスにアクセスします。

プライマリとセカンダリ両方の DNS サーバおよび WINS サーバの IP アド
レスを指定します。

DNS および WINS サーバ

企業ネットワークの DNS サーバおよび WINS サーバの、Cisco IOS 
SSL VPN クライアントに送信する IP アドレスを入力します。Cisco IOS 
SSL VPN クライアントはこれらのサーバを使用して、企業イントラネッ
ト上のホストとサービスにアクセスします。

プライマリとセカンダリ両方の DNS サーバおよび WINS サーバの IP アド
レスを指定します。

コンテキスト：HTML 設定

このウィンドウで行う設定によって、選択した Cisco IOS SSL VPN コンテ
キストのポータルの外観が制御されます。

テーマの選択

ポータルで使用する色を 1 つずつ自分で選択する代わりに、あらかじめ定
義されているテーマを選択してポータル ページの外観を指定できます。
テーマを選択すると、そのテーマの設定が [ カスタマイズ ] ボタンに関連付
けられているフィールドに表示されます。
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カスタマイズ ボタン

ポータルで使用する色を 1 つずつ選択したり、ログイン メッセージとタイ
トルを指定する場合にクリックします。あらかじめ定義されているテーマ
を選択した場合は、そのテーマの値がこのセクションの各フィールドに表
示されます。これらの値は変更可能であり、入力する値は選択されている
コンテキストのポータルで使用されます。このウィンドウで行った変更
は、作成しているポータルだけに反映されます。テーマのデフォルト値は
変更されません。

ログイン メッセージ

ブラウザにポータルが表示されるときにクライアントに表示するログイン 
メッセージを入力します。例：

Welcome to the company-name network. Log off if you are not an 
authorized user.

タイトル

ポータルに付けるタイトルを入力します。例：

Company-name network login page

タイトルの背景色

タイトルの背後に表示される背景色のデフォルト値は #9999CC です。こ
の値を変更するには、[...] ボタンをクリックして別の色を選択します。

二次タイトルの背景色

二次タイトルの背後に表示される背景色のデフォルト値は #9729CC です。
この値を変更するには、[...] ボタンをクリックして別の色を選択するか、
別の色の 16 進数値を入力します。

テキストの色

テキストの色のデフォルト値は白です。この色を変更するには、下矢印を
クリックして別の色を選択します。

テキストの二次色

テキストの二次色のデフォルト値は黒です。この色を変更するには、下矢
印をクリックして別の色を選択します。
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ロゴ ファイル

ポータルにロゴを表示する場合は、[...] ボタンをクリックして、PC 上に保
存されているロゴ ファイルを参照します。[OK] をクリックすると、ロゴ 
ファイルはルータのフラッシュ メモリに保存され、ロゴがポータルの左
上隅に表示されます。

プレビュー ボタン

定義済みのテーマを選択したポータルや、カスタム値を設定したポータル
のプレビューを表示する場合にクリックします。

色の選択

定義済みの色を選択するときは [ 基本 ] をクリックし、カスタムの色を作成
するときは [RGB] をクリックします。

基本

左側のパレットから使用する色を選択します。選択した色は、ダイアログ 
ボックスの右側の大きな四角形の中に表示されます。

RGB

赤、緑、青のスライダを組み合わせて使用し、カスタムの色を作成しま
す。作成した色は、ダイアログ ボックスの右側の大きな四角形の中に表
示されます。

コンテキスト：NetBIOS 名サーバ リスト

選択した Cisco IOS SSL VPN コンテキストに設定されているすべての 
NetBIOS 名サーバ リストがこのウィンドウに表示されます。CIFS は 
NetBIOS サーバを使用して、企業の Microsoft Windows ファイルシステム
を Cisco IOS SSL VPN ユーザに表示します。

SSL VPN コンテキストに設定されている各 NetBIOS 名サーバ リストは、
[NetBIOS 名サーバ リスト ] エリアに表示されます。これらのリストを管理
するには、[ 追加 ]、[ 編集 ]、および [ 削除 ] ボタンをクリックします。リス
ト名をクリックすると、リストの内容が [NetBIOS 名サーバの詳細 ] エリア
に表示されます。
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NBNS サーバ リストの追加 / 編集

このウィンドウでは、NBNS サーバ リストを作成または管理します。作成
する各リストの名前を入力し、リスト内の各サーバの IP アドレス、タイ
ムアウト、および再試行回数を指定します。各リストの 1 つのサーバをマ
スター サーバとして指定します。

リスト内の各サーバは、そのマスターのステータス、タイムアウト、およ
び再試行値とともにこのダイアログ ボックスに表示されます。

NBNS サーバの追加 / 編集

各サーバの IP アドレス、ルータがサーバに再接続を試みるまで待機する
秒数、およびルータがサーバに接続を試みる回数を入力します。

このサーバをリストの中でルータが 初に接続するサーバにする場合は、
[ これをマスタ サーバにします。] チェック ボックスを選択します。

コンテキスト：ポート転送リスト

このウィンドウでは、選択したコンテキストのポート転送リストを設定し
ます。リストは、選択したコンテキストで設定されている任意のグループ 
ポリシーに関連付けることができます。ポート転送リストは、Cisco IOS 
SSL VPN クライアントに TCP アプリケーション サービスを示します。

ウィンドウの上部に、選択したコンテキストに設定されているポート転送
リストが表示されます。リスト名をクリックすると、ウィンドウの下部に
そのリストの詳細が表示されます。

このウィンドウには、IP アドレス、使用されるポート番号、クライアント
で対応しているポート番号、および説明（入力されている場合）が表示さ
れます。

ポート転送リストの追加 / 編集

このウィンドウでは、ポート転送リストを作成および管理します。各リス
トには名前を指定し、少なくとも 1 つのサーバのエントリが含まれている
必要があります。このリストのエントリを作成、変更、または削除するに
は、[ 追加 ]、[ 編集 ]、または [ 削除 ] ボタンを使用します。
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コンテキスト：URL リスト

URL リストでは、特定のグループのユーザに対してポータルに表示する
リンクを指定します。コンテキストごとに 1 つ以上の URL リストを設定
し、グループ ポリシー ウィンドウを使用してそれらのリストを特定のグ
ループ ポリシーに関連付けます。

ウィンドウの上部に、そのコンテキストに設定されているすべての URL 
リストが表示されます。ウィンドウの下部には、選択したリストの内容が
表示されます。リストごとに、URL リストの一番上に表示される見出し
と、そのリストに含まれている各 URL が表示されます。

URL リストを作成および管理するには、[ 追加 ]、[ 編集 ]、または [ 削除 ] ボ
タンを使用します。

URL リストの追加 / 編集

各 URL リストの名前、URL リストの一番上に表示される見出し文を入力
します。

見出し文は、リストに含まれているリンクの全体的な内容を説明するもの
でなければなりません。たとえば、URL リストが健康保険の Web ページ
と保険金の Web ページへのアクセスを提供している場合は、給付金という
見出し文を使用します。

新しいエントリをリストに作成するときは [ 追加 ] ボタンを使用し、リスト
を管理するときは [ 編集 ] と [ 削除 ] ボタンを使用します。追加した各エン
トリはリスト エリアに表示されます。

コンテキスト：Cisco Secure Desktop
Cisco Secure Desktop は、暗号化しないとセキュリティ問題が発生する可能
性のある cookie、ブラウザの履歴ファイル、一時ファイル、および電子
メールの添付ファイルを暗号化します。Cisco IOS SSL VPN セッションが
終了すると、Cisco Secure Desktop は米国国防総省のデータ消去アルゴリズ
ムを使用してデータを削除します。

このコンテキストのユーザ全員に Cisco Secure Desktop のダウンロードと
使用を許可するときは、[Cisco Secure Desktop の有効化 ] をクリックしま
す。このソフトウェアのインストール バンドルがルータで見つからない
場合、このウィンドウにメッセージが表示されます。
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Cisco Secure Desktop のインストール バンドルをルータにロードするには、
[Cisco IOS SSL VPN] ツリーの [ パッケージ ] をクリックして、ウィンドウ
に表示される指示に従って操作します。

SSL VPN ゲートウェイ

このウィンドウには、ルータに設定されている Cisco IOS SSL VPN ゲート
ウェイが表示されます。既存のゲートウェイの変更と新しいゲートウェイ
の設定を、このウィンドウで行うことができます。Cisco IOS SSL VPN 
ゲートウェイは、安全なネットワークへのユーザの入口です。

SSL VPN ゲートウェイ

このエリアには、ルータに設定されている Cisco IOS SSL VPN ゲートウェ
イのリストが表示されます。ゲートウェイの名前と IP アドレス、ゲート
ウェイを使用するよう設定されているコンテキストの数、およびゲート
ウェイのステータスが表示されます。

ゲートウェイは有効で、サービスを提供しています。

ゲートウェイは無効で、サービスを提供していません。

ゲートウェイをクリックすると、ウィンドウの下部にそのゲートウェイに
関する詳細が表示されます。無効化されているゲートウェイを有効にする
ときは、そのゲートウェイを選択して [ 有効 ] をクリックします。有効化さ
れているゲートウェイのサービスを停止するときは、そのゲートウェイを
選択して [ 無効 ] をクリックします。ゲートウェイを編集するときは、その
ゲートウェイを選択して [ 編集 ] ボタンをクリックします。ゲートウェイを
削除するときは、そのゲートウェイを選択して [ 削除 ] ボタンをクリックし
ます。

SSL VPN ゲートウェイの詳細

このエリアには、ウィンドウの上部で選択したゲートウェイに関する設定
の詳細と、このゲートウェイで使用するよう設定されている Cisco IOS 
SSL VPN コンテキストの名前が表示されます。

ゲートウェイの設定の詳細については、「SSL VPN ゲートウェイの追加 /
編集」を参照してください。コンテキストの詳細については、「SSL VPN 
コンテキスト」を参照してください。
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SSL VPN ゲートウェイの追加 / 編集

このウィンドウでは、Cisco IOS SSL VPN ゲートウェイを作成または編集
します。

ゲートウェイ名

ゲートウェイ名は、ルータ上でこのゲートウェイを一意に識別し、
Cisco IOS SSL VPN コンテキスト設定時にゲートウェイの参照に使用され
る名前です。

IP アドレス

ゲートウェイが使用する IP アドレスを選択または入力します。これはパ
ブリック IP アドレスでなければならず、ルータ上のほかのゲートウェイ
が使用しているアドレスは指定できません。

デジタル証明書

SSL 認証のために Cisco IOS SSL VPN クライアントに送信される証明書を
選択します。

HTTP リダイレクト チェック ボックス

HTTP リダイレクトを使用しない場合は、選択を解除します。HTTP リダ
イレクトは自動的に HTTP リクエストを、安全な Cisco IOS SSL VPN 通信
に使用されるポート 443 にリダイレクトします。

ゲートウェイを有効にするチェック ボックス

ゲートウェイを有効にしない場合は、選択を解除します。ゲートウェイの
有効化と無効化の切り替えは、[SSL VPN ゲートウェイ ] ウィンドウから行
うこともできます。
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パッケージ

このウィンドウでは、Cisco IOS SSL VPN 機能をサポートするために 
Cisco IOS SSL VPN クライアントにダウンロードする必要があるソフト
ウェア インストール バンドルを取得し、それをルータにロードすること
ができます。また、このウィンドウを使用して、インストールされている
インストール バンドルを削除することもできます。

このウィンドウに表示される手順に従って、Cisco.com から PC にインス
トール バンドルをダウンロードし、PC からルータにそのバンドルをコ
ピーします。いずれかのインストール バンドルを取得する必要がある場
合は、ダウンロード サイトへのリンクをクリックして、手順 1 から開始し
てください。

注 ダウンロード サイトにアクセスするには、CCO のユーザ名とパスワード
が必要です。CCO ユーザ名とパスワードがない場合は、いずれかの 
Cisco.com Web ページの上部の [ ユーザ登録 ] をクリックして、表示される
フォームに入力すれば取得できます。ユーザ名とパスワードは電子メール
で送信されてきます。

すでにインストール バンドルが PC またはルータ上にロードされている場
合は、手順 2 と 3 を実行し、インストール バンドルの現在の保存場所を指
定して、ルータのフラッシュ メモリにコピーします。

インストール バンドルの現在の保存場所を指定するときは、各セクショ
ンで [...] ボタンをクリックします。

インストール バンドルの現在の保存場所と、そのバンドルのコピー先と
なるルータのフラッシュ メモリのコピー場所を指定したら、[ インストー
ル ] をクリックします。

バンドルをルータ上にロードすると、そのパッケージの名前、バージョ
ン、およびビルド日付情報がウィンドウに表示されます。パッケージで管
理ツールが使用できる場合は、管理ツールを実行できるようにするボタン
が表示されます。

Cisco IOS SSL VPN クライアント インストール バンドルは、次のリンクか
ら入手できます。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/sslvpnclient

Cisco Secure Desktop インストール バンドルは、次のリンクから入手でき
ます。
22-43
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/sslvpnclient


 

第 22 章     Cisco IOS SSL VPN          
その他のヘルプ トピック
http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/securedesktop

インストール パッケージ

このウィンドウでインストール バンドルの現在の保存場所を参照して指
定します。インストール バンドルがすでにルータに保存されている場合
は、[ ルータ ] をクリックして、インストール バンドルを参照します。イン
ストール バンドルが PC に保存されている場合は、[ マイ コンピュータ ] を
クリックして、インストール バンドルを参照します。インストール バン
ドルの現在の保存場所を指定してある場合は、[OK] をクリックします。

保存場所は [ パッケージ ] ウィンドウに表示されます。

その他のヘルプ トピック
この章のヘルプ トピックでは、これまでに紹介していない背景情報や、
手動で実行する際に必要な手順について説明します。

ここでは、次のトピックについて説明します。

 • Cisco IOS SSL VPN コンテキスト、ゲートウェイ、およびポリシー

 • ポート転送サーバについての理解を深める

 • グループ ポリシーについての理解を深める

 • スプリット トンネリングについての理解を深める

 • Cisco IOS SSL VPN の動作を確認する方法

 • ファイアウォールの設定後、Cisco IOS SSL VPN を設定する方法

 • VRF インスタンスと Cisco IOS SSL VPN コンテキストを関連付ける方
法

Cisco IOS SSL VPN コンテキスト、ゲートウェイ、およ
びポリシー

Cisco CP では、リモート ユーザが Cisco IOS SSL VPN 接続を設定するため
の簡単な方法を提供しています。ただし、この技術で使用されている用語
がわかりにくい場合があります。このヘルプ トピックでは、Cisco CP 設定
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画面で使用されている Cisco IOS SSL VPN 用語、および Cisco IOS 
SSL VPN のコンポーネントどうしが連携して動作する仕組みについて説
明します。Cisco IOS SSL VPN ウィザードの使用例と Cisco CP の編集画面
についても記載しています。

個々のコンポーネントの説明に入る前に、以下の事項に注意しておくと役
立ちます。

 • 1 つの Cisco IOS SSL VPN コンテキストで、複数のグループ ポリシー
をサポートできます。

 • 各コンテキストには 1 つの関連ゲートウェイが設定されている必要が
あります。

 • 1 つのゲートウェイで、複数のコンテキストをサポートできます。

 • ルータ上に複数のグループ ポリシーが存在する場合は、認証に AAA 
サーバを使用する必要があります。

Cisco IOS SSL VPN コンテキスト

Cisco IOS SSL VPN コンテキストは、リモート クライアントと、企業また
はプライベート イントラネット間の SSL VPN トンネルのサポートに必要
なリソースを識別し、1 つ以上のグループ ポリシーをサポートします。
Cisco IOS SSL VPN コンテキストでは次のリソースを提供します。

 • クライアントが到達可能な IP アドレスを提供する関連 Cisco IOS 
SSL VPN ゲートウェイと、安全な接続の確立に使用される証明書。

 • 認証方法。ローカルで、または AAA サーバを使用して、ユーザを認
証することができます。

 • ネットワーク リソースへのリンクを提供するポータルの HTML 表示
設定。

 • リモート クライアントでシン クライアント アプレットを使用できる
ようにする、ポート転送リスト。各リストを特定のグループ ポリシー
で使用するよう設定する必要があります。

 • 企業イントラネットのリソースへのリンクが含まれている URL リス
ト。各リストを特定のグループ ポリシーで使用するよう設定する必要
があります。

 • NetBIOS 名サーバ リスト。各リストを特定のグループ ポリシーで使用
するよう設定する必要があります。
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これらのリソースは、Cisco IOS SSL VPN グループ ポリシーを設定すると
使用できます。

1 つの Cisco IOS SSL VPN コンテキストで、複数のグループ ポリシーをサ
ポートできます。1 つの Cisco IOS SSL VPN コンテキストは、1 つのゲー
トウェイにのみ関連付けることができます。

Cisco IOS SSL VPN ゲートウェイ

Cisco IOS SSL VPN ゲートウェイは、1 つ以上の Cisco IOS SSL VPN コン
テキストの到達可能な IP アドレスと証明書を提供します。ルータ上に設
定されている各ゲートウェイにはそれ自身の IP アドレスが設定されてい
る必要があります。IP アドレスはゲートウェイ間で共有できません。ルー
タ インターフェイスの IP アドレスを使用することができ、別の到達可能
な IP アドレスが使用できる場合は、それも使用できます。デジタル証明
書または自己署名証明書のいずれかを、使用するゲートウェイに対して設
定する必要があります。ルータ上のゲートウェイはすべて同じ証明書を使
用できます。

1 つのゲートウェイで複数の Cisco IOS SSL VPN コンテキストを提供でき
る場合であっても、リソースの制約事項と IP アドレスの到達可能性を考
慮する必要があります。

Cisco IOS SSL VPN ポリシー

Cisco IOS SSL VPN グループ ポリシーを使用すると、さまざまなユーザ グ
ループのニーズに対応できます。リモートで作業しているエンジニア グ
ループは、現場で働く販売担当者よりも各種ネットワーク リソースにア
クセスする必要があります。ビジネス パートナーと外部ベンダーには、
共同作業に必要な情報にアクセスを許可する必要がありますが、自社の機
密情報など、必要でないその他のリソースにはアクセスを禁止する必要が
あります。これらのグループについて個々に異なるポリシーを作成するこ
とで、リモート ユーザに必要な情報を提供して、他のリソースへのアク
セスを防止することができます。

グループ ポリシーを設定する場合、ポリシーに関連するコンテキストに
設定されている URL リスト、ポート転送リスト、NetBIOS 名サーバ リス
トなどのリソースを選択できます。

ルータに複数のグループ ポリシーが設定されている場合は、AAA サーバ
を使用してユーザを認証し、特定のユーザが属しているポリシー グルー
プを特定するようルータを設定する必要があります。詳細については、

「グループ ポリシーについての理解を深める」を参照してください。
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例

この例では、ユーザは [ 新しい SSL VPN を作成 ] をクリックし、ウィザー
ドを使用してルータに 初の Cisco IOS SSL VPN 設定を作成します。この
ウィザードに入力すれば、新しいコンテキスト、ゲートウェイ、およびグ
ループ ポリシーが作成されます。次の表は、ユーザがウィザードの各
ウィンドウで入力する情報と、その情報から作成される設定を示していま
す。

表 22-5 新しい SSL VPN の作成 

Cisco IOS SSL VPN ウィザード ウィ
ンドウ 構成

SSL VPN の作成ウィンドウ

[ 必須タスク ] エリアは、そのルータに
デジタル証明書が設定されていない
ことを示します。

[ 自己署名証明書 ] をクリックして、
[永続的な自己署名証明書] ダイアログ 
ボックスで証明書を設定します。
Cisco CP で指定されている名前 
Router_Certificate は変更しません。

[ 新しい SSL VPN を作成 ] をクリック
します。

すべての Cisco IOS SSL VPN 設定で使用できる
「Router_Certificate」という名前の自己署名証明書が
設定されます。
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IP アドレスおよび名前ウィンドウ

次の情報を入力します。

IP アドレス： 172.16.5.5

名前 :Asia

[192.168.1.1 を経由してセキュア アク
セス ] チェック ボックスを選択しま
す。

証明書：Router_Certificate

「Asia」という名前のコンテキストが作成されます。

IP アドレス 172.16.5.5 と Router_Certificate を使用す
る、「gateway_1」というゲートウェイが作成されま
す。このゲートウェイは、別の Cisco IOS SSL VPN コ
ンテキストに関連付けることができます。

「http://172.16.5.5/Asia」と入力して、Cisco IOS 
SSL VPN ポータルにアクセスします。このゲート
ウェイが他のコンテキストに関連付けられている場合
は、同じ IP アドレスがそのコンテキストの URL にも
使用されます。たとえば、コンテキスト Europe も 
gateway_1 を使用するよう設定されている場合は、

「https://172.16.5.5/Europe」と入力してポータルにアク
セスします。

設定がルータに配信された後、この IP アドレスを使
用して Cisco CP を起動するには

「http://172.16.5.5:4443」と入力する必要があります。

また、policy_1 という名前の 初のグループ ポリシー
の設定も開始されます。

ユーザ認証ウィンドウ

[このルータ上でローカルに] を選択し
ます。既存のリストに 1 つのユーザ 
アカウントを追加します。

認証リスト「sdm_vpn_xauth_ml_1」が作成されます。
このリストは、ウィザードの終了時に [Cisco IOS 
SSL VPN コンテキスト ] ウィンドウに表示されます。

[ ユーザ認証 ] ウィンドウのリストに表示されている
ユーザは、この認証リストのメンバであり、policy_1 
により管理されます。

表 22-5 新しい SSL VPN の作成 （続き）

Cisco IOS SSL VPN ウィザード ウィ
ンドウ 構成
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イントラネット Web サイトの設定ウィンドウ

URL リスト Ulist_1 を設定します。見
出しは Taiwan です。

Taiwan という見出しがついた URL リストが、
「sdm_vpn_xauth_ml_1」のユーザがログオンしたとき
のポータルに表示されます。

この URL リストは、コンテキスト「Asia」で設定さ
れている他のグループ ポリシーの設定でも使用でき
ます。

フル トンネルの有効化ウィンドウ

[ フル トンネルの有効化 ] をクリック
し、定義済みアドレス プールを選択
します。詳細オプションは設定され
ません。

クライアントが初めてログインするときにフル トン
ネル クライアント ソフトウェアがクライアント PC 
にダウンロードされ、ユーザがポータルにログインす
ると、PC とルータ間のフル トンネルが確立されま
す。

SSL VPN ポータルページのカスタマイズ ウィンドウ

[ オーシャン ブリーズ ] を選択します。このカラー スキームで HTTP 表示設定が行われます。
policy_1 ユーザのログイン時に表示されるポータルで
この設定が使用されます。これらのポータル設定は、
コンテキスト「Asia」で設定されているすべてのポリ
シーにも適用されます。ユーザはウィザード終了後、
[SSL VPN の編集] ウィンドウで HTTP 表示設定をカス
タマイズできます。

SSL VPN パススルー設定ウィンドウ

[NAC およびファイアウォールで作業
するために SSL VPN を許可] チェック 
ボックスを選択します。

以下のエントリで ACL が追加されます。

permit tcp any host 172.16.5.5 eq 443

表 22-5 新しい SSL VPN の作成 （続き）

Cisco IOS SSL VPN ウィザード ウィ
ンドウ 構成
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この設定が配信されると、ルータには Asia という Cisco IOS SSL VPN コン
テキスト、gateway_1 というゲートウェイ、および policy_1 というグルー
プ ポリシーがそれぞれ 1 つずつ設定されます。これは [SSL VPN の編集 ] 
ウィンドウでは次の表に示すように表示されます。

名前 ゲートウェイ ドメイン ステータス 管理ステータス

Asia gateway_1 Asia サービス提供中

SSL VPN コンテキスト Asia の詳細：

項目名 項目値

グループ ポリシー

policy_1

サービス URL の細分化、フル トンネル

ユーザに表示される URL http://172.16.5.5/pricelist

http://172.16.5.5/catalog

ユーザに表示されるサーバ < なし >

WINS サーバ < なし >

要約ウィンドウ

[ 要約 ] ウィンドウには、右の欄に示す
情報が表示されます。その他の詳細
情報は、[SSL VPN の編集 ] ウィンド
ウで表示できます。

SSL VPN Policy Name: policy_1
SSL VPN Gateway Name: gateway_1

User Authentication Method List:  Local

Full Tunnel Configuration
SVC Status: Yes
IP Address Pool: Pool_1
Split Tunneling: Disabled
Split DNS: Disabled
Install Full Tunnel Client: Enabled

表 22-5 新しい SSL VPN の作成 （続き）

Cisco IOS SSL VPN ウィザード ウィ
ンドウ 構成
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policy_1 では、URL の細分化の基本的な Cisco IOS SSL VPN サービスを提
供し、クライアントとルータ間にフル トンネルを確立するよう指定して
います。その他の機能は設定されていません。[ 既存の SSL VPN の詳細機
能を設定する ] を選択し、[Cisco IOS SSL VPN ユーザ グループの選択 ] 
ウィンドウで [Asia] と [policy_1] を選択してから、[ 詳細機能 ] ウィンドウ
で追加する機能を選択すると、シン クライアントや Common Internet File 
System などの機能を policy_1 に追加できます。このウィザードでは、追
加 URL リストを設定することもできます。

[ ユーザの新しいグループ用に、既存の SSL VPN に新しいポリシーを追加
します。] を選択すると、コンテキスト 「Asia」に新しいグループ ポリ
シーを作成できます。

コンテキスト リストから Asia を選択して [ 編集 ] をクリックすると、コン
テキスト Asia の設定とそのコンテキストに設定されているポリシーをカ
スタマイズすることができます。[SSL VPN コンテキスト Asia の編集 ] 
ウィンドウに、このコンテキストの詳細リソースの設定と、追加ポリシー
の編集と設定を行うことができるツリーが表示されます。SSL VPN ノード
の [SSL VPN ゲートウェイ ] をクリックして、gateway_1 を選択し、[ 編集 ] 
をクリックすると、gateway_1 の設定を編集できます。

ポート転送サーバについての理解を深める

ポート転送を使用すると、リモート Cisco IOS SSL VPN ユーザは、企業イ
ントラネット上のプライベート IP アドレスを持つサーバ上のスタティッ
ク ポートに接続できます。たとえば、ルータ上にポート転送を設定する
と、リモート ユーザに企業イントラネット上のサーバへの Telnet アクセス
を提供できます。ポート転送を設定するには、次の情報が必要です。

 • サーバの IP アドレス

 • サーバ上のスタティック ポート番号

 • クライアント PC のリモート ポート番号。安全に使用できるポート番
号がダイアログに表示されます。

たとえば、ユーザが Telnet を使用して IP アドレス 10.0.0.100（ポート 23）
のサーバに接続できるようにするには、次の情報を使用してポート マッ
ピング エントリを作成します。

サーバの IP アドレス： 10.0.0.100 

ユーザが接続するサーバ ポート： 23 
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クライアント PC 上のポート：Cisco CP による指定値。この例では、3001。

説明：server-a への SSL VPN Telnet アクセス。この説明はポータルに表示
されます。

クライアントのブラウザからゲートウェイ ルータに接続すると、ポータ
ルのアプレットがクライアント PC にダウンロードされます。このアプ
レットには、サーバの IP アドレスとスタティック ポート番号、そして、
クライアント PC が使用するポート番号が含まれています。このアプレッ
トは以下を実行します。

 • クライアント PC 上でマッピングを作成します。この例では、IP アド
レス 10.0.0.100、ポート 23 のトラフィックを PC のループバック IP ア
ドレス 127.0.0.1、ポート 3001 にマップします。

 • ポート 3001、IP アドレス 127.0.0.1 をリッスンします。

ユーザが IP アドレス 10.0.0.100 のポート 23 に接続するアプリケーション
を実行すると、要求は IP アドレス 127.0.0.1 のポート 3001 に送信されま
す。そのポートおよび IP アドレス上でリッスンするポータルのアプレッ
トがこの要求を取得し、Cisco IOS SSL VPN トンネルを介してゲートウェ
イに送信します。ゲートウェイ ルータがその要求を IP アドレス 10.0.0.100 
のサーバに転送し、PC にリターン トラフィックを送り返します。

グループ ポリシーについての理解を深める

Cisco IOS SSL VPN グループ ポリシーでは、これらのポリシーに含まれる
ユーザのためのポータルとリンクを定義します。リモート ユーザが指定
された Cisco IOS SSL VPN の URL を入力すると、ルータではそのユーザ
がメンバとして含まれているポリシーを特定し、そのポリシーで設定され
ているポータルがユーザに表示されるようにする必要があります。ルータ
に設定されている Cisco IOS SSL VPN ポリシーが 1 つだけの場合、ルータ
ではユーザをローカルで認証するか、または AAA サーバを使用して認証
し、ポータルを表示します。

しかし、複数のポリシーが設定されている場合、ルータは使用するポリ
シーを、リモート ユーザがログインを試みるたびに AAA サーバを使用し
て特定する必要があります。複数の Cisco IOS SSL VPN グループ ポリシー
を設定した場合は、少なくとも 1 つの AAA サーバをルータに設定し、
Cisco IOS SSL VPN ポリシーを作成したユーザ グループごとに、そのサー
バに 1 つのポリシーを設定する必要があります。AAA サーバ上のポリ
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シー名は、ルータに設定したグループ ポリシー名と同じでなければなら
ず、そのグループのメンバであるユーザのクレデンシャルを使って設定し
なければなりません。

たとえば、Bob Smith のローカル認証を使用してルータが設定され、Sales 
というグループ ポリシーのみ設定されている場合は、Bob Smith のログイ
ン時に表示可能なポータルは 1 つだけです。しかし、Sales、Field、およ
び Manufacturing という 3 つの Cisco IOS SSL VPN グループ ポリシーが設
定されている場合は、ルータでは Bob Smith がどのポリシー グループに含
まれているか自動的に特定できません。それらのポリシーに関して AAA 
サーバが正しい情報で設定されていれば、ルータはその AAA サーバに接
続して、Bob Smith が Sales というグループのメンバであるという情報を受
け取ります。その結果、ルータは Sales グループのポータルを正しく表示
できます。

AAA サーバの設定方法については、次のリンク先に掲載されている『SSL 
VPN Enhancements』の「Configuring RADIUS Attribute Support for SSL 
VPN」を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/products_feature_guide09186a00
805eeaea.html#wp1396461

スプリット トンネリングについての理解を深める

リモート クライアントで Cisco IOS SSL VPN 接続が設定されている場合、
企業イントラネット上にないトラフィックを含め、そのクライアントが送
受信するトラフィックがすべて Cisco IOS SSL VPN トンネルを経由して転
送されることがあります。これにより、ネットワーク パフォーマンスが
低下する可能性があります。スプリット トンネリングを使用すると、
Cisco IOS SSL VPN トンネル経由で転送するトラフィックを指定し、それ
以外のトラフィックを保護せずに他のルータで処理することができます。

スプリット トンネリング エリアでは、Cisco IOS SSL VPN に含めるトラ
フィックを指定して、それ以外のトラフィックをすべてデフォルトで除外
するか、または、Cisco IOS SSL VPN から除外するトラフィックを指定し
て、それ以外のトラフィックをすべてデフォルトで含めることができま
す。

たとえば、組織で 10.11.55.0 ネットワークと 10.12.55.0 ネットワークのア
ドレスを使用しているとします。宛先ネットワーク リストにこれらの
ネットワーク アドレスを追加して、[ トラフィックを含む ] ラジオ ボタン
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をクリックします。Google や Yahoo 宛てのトラフィックなど、それ以外
のインターネット トラフィックはすべてインターネットに直接送信され
ます。

または、Cisco IOS SSL VPN トンネルから特定のネットワークへのトラ
フィックを除外する方がより実用的な場合があります。この場合は、宛先
ネットワーク リストにこれらのアドレスを追加して、[ トラフィックを含
まない ] ラジオ ボタンをクリックします。宛先ネットワーク リスト内の
ネットワーク宛てのすべてのトラフィックがセキュリティ保護されていな
いルート経由で送信され、それ以外のトラフィックはすべて Cisco IOS 
SSL VPN トンネル経由で送信されます。

Cisco IOS SSL VPN に接続しているときに使用するローカル LAN 上にプリ
ンタが接続されている場合は、スプリット トンネリング エリアで [ ローカ
ル LAN を含まない ] をクリックする必要があります。

注 スプリット トンネリング エリアの宛先ネットワーク リストにすでにネッ
トワーク アドレスが含まれている場合があります。スプリット トンネリ
ング エリアで行うトラフィック設定は、リストに含まれるネットワーク
対して以前行われた設定より優先されます。

Cisco IOS SSL VPN の動作を確認する方法

Cisco IOS SSL VPN コンテキストがユーザ用に設定したアクセスを提供す
ることを確認する 良の方法は、自分自身をユーザとして設定し、コンテ
キストで提供するよう設定されているすべての Web サイトとサービスに
アクセスしてみることです。このテストを設定する際には、次の手順を使
用してください。

手順 1 使用できるクレデンシャルが AAA サーバのすべての適切なポリシーに含
まれていることを確認します。

手順 2 ルータへの Cisco CP セッションを開くことができる場合はそのセッション
を開き、作成する Cisco IOS SSL VPN トラフィックを監視できるようにし
ます。Cisco IOS SSL VPN コンテキストのテストに使用する PC が Cisco 
CP にアクセスできるネットワークに含まれていない場合は、別の PC でこ
れを行う必要があります。[ 監視 ] > [VPN ステータス ] > [SSL VPN] を選択
します。
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手順 3 この Cisco IOS SSL VPN コンテキストに設定する各 Web ポータルの URL 
をそれぞれ入力します。各ページが設定した外観で表示され、ポリシーの 
URL リストで指定したすべてのリンクがページに表示されていることを
確認します。

手順 4 このポリシーに含まれているユーザが使用できなければならないリンクと
サービスをすべてテストします。テストしているいずれかのポリシーで 
Cisco Secure Desktop またはフル トンネル クライアント ソフトウェアのダ
ウンロードが提供されている場合は、そのポリシーの Web ポータルの 
URL を入力し、ソフトウェアのダウンロードを必要とするリンクをク
リックします。ソフトウェアが正常にダウンロードされていることと、
ユーザがアクセスできなければならないサービスにこれらのリンクからア
クセスできることを確認します。

手順 5 テスト開始前に Cisco CP セッションを確立できた場合は、テストしている
コンテキストのブランチをクリックし、Cisco IOS SSL VPN ウィンドウの 
Cisco IOS SSL VPN トラフィック統計情報を確認します。

手順 6 テスト結果に基づき、必要があれば Cisco CP に戻り、検出した設定上の問
題を修正します。

ファイアウォールの設定後、Cisco IOS SSL VPN を設定
する方法

すでにファイアウォールを設定してある場合は、Cisco CP の Cisco IOS 
SSL VPN ウィザードを使用して、Cisco IOS SSL VPN コンテキストとポリ
シーを作成できます。ルータ上の既存の設定に対して、生成された 
Cisco IOS SSL VPN CLI コマンドが Cisco CP により検証されます。
Cisco IOS SSL VPN トラフィックが通過できるように変更しなければなら
ない既存のファイアウォール設定が検出された場合は、それが通知されま
す。Cisco CP による自動処理で、適切な設定になるようにファイアウォー
ルを変更できますが、ここではファイアウォールを変更せず、[ 設定 ] > [ セ
キュリティ ] > [ ファイアウォールと ACL] > [ ファイアウォール ポリシー
/ACL の編集 ] を選択し、Cisco IOS SSL VPN トラフィックがファイア
ウォールを通過する上で必要な許可のステートメントを入力して、手動で
ファイアウォールを変更することもできます。
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VRF インスタンスと Cisco IOS SSL VPN コンテキスト
を関連付ける方法

VPN ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスは、VPN 用のルー
ティング テーブルと転送テーブルを管理します。[ 設定 ] > [ セキュリティ] 
> [VPN] > [SSL VPN] > [SSL VPN マネージャ] から [SSL VPN の編集 ] タブ
を選択することで、VRF インスタンスまたは名前を Cisco IOS SSL VPN コ
ンテキストに関連付けることができます。VRF インスタンスを関連付ける
コンテキストを選択して、[ 編集 ] をクリックします。表示されるダイアロ
グ ボックスで VRF インスタンスの名前を選択します。

注 VRF インスタンスがすでにルータで設定されている必要があります。
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SSL VPN の拡張機能

この章では、Cisco IOS リリース 12.4(9)T および 12.4(11)T で利用可能な 
SSL VPN 拡張機能の設定方法について説明します。

SSL VPN リファレンス
 • SSL VPN コンテキスト：アクセス コントロール リスト

 • アプリケーション ACL の追加と編集

 • ACL エントリの追加

 • アクション /URL/ 時間範囲

 • アクション /URL/ 時間範囲を追加または編集するダイアログ

 • 直接指定時間範囲エントリの追加 / 編集

 • 定期時間範囲エントリの追加 / 編集

SSL VPN コンテキスト：アクセス コントロール リスト

アプリケーション ACL を作成して特定の URL へのアクセスを制御できま
す。このウィンドウには、選択したコンテキストに対して作成済みのアプ
リケーション ACL が表示されており、既存の ACL の編集や ACL の新規
作成が可能です。
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SSL VPN リファレンス
フィールド リファレンス

表 23-1 SSL VPN アクセス コントロール リストのフィールド 

項目 説明

アクセス コントロール リスト

追加 アプリケーション ACL を作成するには、[ 追加 ] をクリック
し、表示されたダイアログ ボックスでアプリケーション ACL 
を作成します。

編集 アプリケーション ACL を編集するには、ACL を選択して、
[ 編集 ] をクリックします。表示されるダイアログ ボックスで 
ACL を編集します。

削除 アプリケーション ACL を削除するには、ACL を選択して、
[ 削除 ] をクリックします。

ACL 名 この表は、このコンテキスト向けに作成された ACL の名前の
リストを示しています。

ACL の詳細

アクション 次のタイプがあります。

 • 許可 ― このエントリの URL へのアクセスを許可します。

 • 拒否 ― このエントリの URL へのアクセスを拒否します。

URL ACL によるアクセス制御の対象となる URL。

アクション /URL/ 時間範囲 この ACL が有効な時間範囲。

アプリケーション ACL の追加と編集

このウィンドウで、アプリケーション ACL を作成または編集します。
Cisco IOS SSL VPN では、アプリケーション ACL を使用して、許可する 
URL および拒否する URL を指定します。複数のエントリで 1 つの ACL を
構成できます。
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SSL VPN リファレンス  
フィールド リファレンス

表 23-2 SSL VPN コンテキストの ACL を追加または編集するためのフィールド 

項目 説明

ACL 名 この ACL の名前を入力します。

追加 この ACL のエントリを作成するには、[ 追加 ] をクリックし、
表示されたダイアログ ボックスでエントリを作成します。

編集 エントリを変更するには、エントリを選択して、[ 編集 ] をク
リックします。表示されたダイアログ ボックスでエントリの
内容を変更します。

削除 この ACL からエントリを削除するには、エントリを選択し
て、[ 削除 ] をクリックします。

リスト エリア

アクション 次のタイプがあります。

 • 許可 ― このエントリの URL へのアクセスを許可します。

 • 拒否 ― このエントリの URL へのアクセスを拒否します。

URL この ACL エントリによるアクセス制御の対象となる URL。

アクション /URL/ 時間範囲 この ACL エントリに適用する時間範囲の名前。

ACL エントリの追加

このウィンドウでは、ACL エントリを追加または編集します。

フィールド リファレンス

表 23-3 SSL VPN コンテキストの ACL エントリを追加または編集するためのフィールド 

項目 説明

アクション 次のいずれかを選択します。

 • 許可 ― このエントリの URL へのアクセスを許可します。

 • 拒否 ― このエントリの URL へのアクセスを拒否します。

URL
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SSL VPN リファレンス
アクション /URL/ 時間範囲

このウィンドウでは、時間範囲リストを追加します。時間範囲リストは、
許可アクションまたは拒否アクションを適用する時期を指定します。

任意 この ACL エントリを任意の URL に適用するには、[ 任意 ] を
クリックします。

特定の URL 指定した URL にこの ACL エントリを適用するには、[ 特定の
URL] をクリックします。続いて、フィールドに URL を入力
します。URL 全体を入力します。以下は、有効な URL の例
です。

http://www.cisco.com
https://www.foo.com
ftp://ftp.bad-down-loads.com

アクション /URL/ 時間範囲 [ アクション /URL/ 時間範囲 ] では、指定したアクションの開
始日および終了日のほか、アクションの有効期間も指定でき
ます。このフィールドに時間範囲エントリを設定するには、
フィールドの右側にあるボタンをクリックして、次のいずれ
かを選択します。

 • 時間範囲リストの追加 ― 新しい時間範囲エントリを作成
するにはこのオプションを選択します。

 • 時間範囲リストの選択 ― 既存の時間範囲エントリを選択
するにはこのオプションを選択します。

 • 時間範囲リストの削除 ― 現在の時間範囲エントリを削除
するにはこのオプションを選択します。

表 23-3 SSL VPN コンテキストの ACL エントリを追加または編集するためのフィールド （続き）

項目 説明
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表 23-4 [ アクション /URL/ 時間範囲 ] のフィールド 

項目 説明

時間範囲エントリ

追加 時間範囲エントリを作成するには、[ 追加 ] をクリックし、表
示されたダイアログ ボックスでエントリを作成します。

編集 エントリを編集するには、エントリを選択して、[ 編集 ] をク
リックします。表示されたダイアログ ボックスでエントリの
内容を変更します。

削除 エントリを削除するには、エントリを選択して、[ 削除 ] をク
リックします。

項目名 [ 項目名 ] リストは、このコンテキストに設定された時間範囲
エントリを表示します。

[ アクション /URL/ 時間範囲 ] の [ 詳細 ]
[ 詳細 ] エリアには、選択した時間範囲エントリに関する詳細情報が表示されます。

タイプ 次のタイプがあります。

 • 直接指定 ― 日時で直接指定する時間範囲。開始日または
終了日のみを指定することも、両方指定することもでき
ます。

 • 定期 ― 曜日で指定する時間範囲。特定の曜日のみが対象
となります。開始時間および終了時間を指定することも
できます。

期間 エントリの種類が定期の場合は、この列には含める曜日を示
す列が表示されます。以下は、有効なエントリの例を示して
います。

daily
weekdays
Sun, Tue, Sat
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SSL VPN リファレンス
アクション /URL/ 時間範囲を追加または編集するダイア
ログ

このウィンドウでは、時間範囲エントリを作成または編集します。時間範
囲エントリには、複数のサブエントリを指定できます。

フィールド リファレンス

開始時刻 直接指定エントリの場合は、10:00 11 Nov 2007 のように開始
日時が表示されます。

定期エントリの場合は、8:00 のように開始時刻が表示されま
す。

終了時刻 直接指定エントリの場合は、10:00 11 Dec 2007 のように終了
日時が表示されます。

定期エントリの場合は、23:00 のように終了時刻が表示されま
す。

表 23-4 [ アクション /URL/ 時間範囲 ] のフィールド （続き）

項目 説明

表 23-5 時間範囲のフィールド 

項目 説明

時間範囲名 時間範囲の名前を入力します。

[ 時間範囲エントリ ] リスト エリア

タイプ 次のタイプがあります。

 • 直接指定 ― 日時で直接指定する時間範囲。開始日または
終了日のみを指定することも、両方指定することもでき
ます。

 • 定期 ― 曜日で指定する時間範囲。特定の曜日のみが対象
となります。開始時間および終了時間を指定することも
できます。
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このウィンドウでは、直接指定時間範囲エントリを作成または編集しま
す。時間範囲には、開始日、終了日、またはその両方を指定できます。

期間 エントリの種類が定期の場合は、この列には含める曜日を示
す列が表示されます。以下は、有効なエントリの例を示して
います。

daily
weekdays
Sun, Tue, Sat

開始 直接指定エントリの場合は、10:00 11 Nov 2007 のように開始
日時が表示されます。

定期エントリの場合は、8:00 のように開始時刻が表示されま
す。

終了 直接指定エントリの場合は、10:00 11 Dec 2007 のように終了
日時が表示されます。

定期エントリの場合は、23:00 のように終了時刻が表示されま
す。

追加 エントリを追加するには、[ 追加 ] をクリックし、[ 直接指定 ] 
または [ 定期 ] を選択します。直接指定エントリが既に追加さ
れている場合、[ 直接指定 ] オプションは無効になっています。

編集 時間範囲エントリを編集するには、エントリを選択して、[ 編
集 ] をクリックします。

削除 時間範囲エントリを削除するには、エントリを選択して、[ 削
除 ] をクリックします。

表 23-5 時間範囲のフィールド （続き）

項目 説明
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SSL VPN リファレンス
フィールド リファレンス

表 23-6 直接指定時間範囲のフィールド 

項目 説明

開始

開始日を指定するには、[ 開始 ] をクリックして、日時を入力します。

開始日 開始日を dd/mm/yyyy 形式で入力します。たとえば、
1/10/2007 と入力すると 2007 年 10 月 1 日の指定となります。

時刻 開始時刻を 24 時間形式で入力します。たとえば、13:00 と入
力した場合は、1:00 p.m. が開始時刻として指定されます。

終了

終了日を指定するには、[ 終了 ] をクリックして、日時を入力します。

終了日 終了日を dd/mm/yyyy 形式で入力します。たとえば、1/1/2008 
と入力すると 2008 年 1 月 1 日が終了日となります。

時刻 終了時刻を 24 時間形式で入力します。たとえば、23:59 と入
力した場合は、11:59 p.m. が終了時刻として指定されます。

定期時間範囲エントリの追加 / 編集

このウィンドウでは、定期時間範囲エントリを作成または編集します。時
間範囲に指定する曜日、およびその日の開始日時と終了日時を指定できま
す。
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フィールド リファレンス

表 23-7 定期時間範囲のフィールド 

項目 説明

期間 次のいずれかを選択します。

 • 特定の平日 ― 特定の曜日を選択するには、このオプショ
ンを選択して、目的の曜日の横にあるチェック ボックス
を選択します。

 • 平日 ― 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日のみを
対象とするには、このオプションを選択します。

 • 週末 ― 土曜日と日曜日のみを対象とするには、このオプ
ションを選択します。

 • 毎日 ― すべての曜日を対象とするには、このオプション
を選択します。

開始曜日 このオプションは [ 特定の平日 ] を選択した場合に使用できま
す。時間範囲を開始する曜日を指定するには、曜日の横にあ
るチェック ボックスを選択します。

終了曜日 このオプションは、[ 特定の平日 ] を選択し、[ 開始曜日 ] を 1 
つ指定した場合に使用できます。ボタンをクリックして、時
間範囲を終了する曜日を一覧から選択します。[ 開始曜日 ] で
複数の曜日を選択している場合、このオプションは無効にな
ります。

期間

開始時刻 開始時刻を 24 時間形式で入力します。たとえば、13:00 と入
力した場合は、1:00 p.m. が開始時刻として指定されます。

終了時刻 終了時刻を 24 時間形式で入力します。たとえば、23:59 と入
力した場合は、11:59 p.m. が終了時刻として指定されます。
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SSL VPN リファレンス
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VPN トラブルシューティング

Cisco CP では、設定した VPN 接続のトラブルシューティングを実行でき
ます。Cisco CP は、接続テストの成否を通知し、テストが失敗した場合
は、接続の問題を解決するための推奨アクションを表示します。

次のリンクは、CLI を使用した VPN のトラブルシューティングについて
の情報を提供します。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/rtrmgmt/cw2000/cw2000_b/v
pnman/vms_2_2/rmc13/useguide/u13_rtrb.htm

VPN トラブルシューティング    
このウィンドウは、サイト間 VPN、GRE over IPSec トンネル、Easy VPN 
リモート接続、または Easy VPN サーバ接続のトラブルシューティングを
実行するときに表示されます。

注 VPN トラブルシューティングでは、サイト間 VPN、GRE over IPsec、また
は Easy VPN クライアント接続の 3 つ以上のピアのトラブルシューティン
グは行いません。

トンネルの詳細

このボックスには、VPN トンネルの詳細が表示されます。
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VPN トラブルシューティング
インターフェイス

VPN トンネルが設定されているインターフェイスです。

ピア

VPN 接続のもう一方の端にあるデバイスの IP アドレスまたはホスト名で
す。

要約

要約されたトラブルシューティング情報を表示する場合にこのボタンをク
リックします。

詳細

詳細なトラブルシューティング情報を表示する場合にこのボタンをクリッ
クします。

アクティビティ

このカラムには、トラブルシューティングのアクティビティが表示されま
す。

ステータス 

個々のトラブルシューティングのアクティビティのステータスが、次のア
イコンとテキスト アラートで表示されます。

接続されています。

接続は切断されています。

テストは成功しました。

テストは失敗しました。

障害の原因

このボックスには、VPN トンネルの失敗で考えられる原因が表示されま
す。
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VPN トラブルシューティング 
推奨アクション

このボックスには、問題を修正するためのアクション / 解決策が表示され
ます。

閉じるボタン

ウィンドウを閉じる場合はこのボタンをクリックします。

特定のクライアントのテスト ボタン

このボタンは、ルータに設定されている Easy VPN サーバの接続をテスト
している場合に表示されます。このボタンをクリックして、接続のテスト
を行うクライアントを指定します。

このボタンは、次の場合は使用できません。

 • 基本テストを実行していないか、完了していない。

 • IOS イメージが、必要なデバッグ コマンドをサポートしていない。

 • Cisco CP の起動に使用したビューにルート権限がない。

実行する操作

目的 手順

VPN 接続のトラブルシューティン
グを実行する。

[ 開始 ] ボタンをクリックする。

テストの実行中は、[ 開始 ] ボタンのラベルが [ 終了 ] に
変わる。テストの実行中にトラブルシューティングを
中止するオプションがある。

テスト レポートを保存する。 テスト レポートを HTML 形式で保存する場合は、[ レ
ポートの保存 ] ボタンをクリックする。

このボタンは、テストの実行中は使用できない。
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VPN トラブルシューティング：Easy VPN クライアントの指定
VPN トラブルシューティング：Easy VPN ク
ライアントの指定

このウィンドウでは、デバッグする Easy VPN クライアントを指定できま
す。

IP アドレス

デバッグする Easy VPN クライアントの IP アドレスを入力します。

要求をリッスンする時間（X 分）

Easy VPN サーバが Easy VPN クライアントからの要求のリッスンを続ける
時間を入力します。

続行ボタン

トラフィック生成のタイプを選択したら、このボタンをクリックしてテス
トを続けます。

閉じるボタン

ウィンドウを閉じる場合はこのボタンをクリックします。

VPN トラブルシューティング：トラフィック
の生成

このウィンドウでは、デバッグ用のサイト間 VPN または Easy VPN トラ
フィックを生成できます。Cisco CP を使用して VPN トラフィックを生成
することも、自分で VPN トラフィックを生成することもできます。

この接続上の VPN トラフィックの定義

このエリアには、インターフェイス上の現在の VPN トラフィックが表示
されます。
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VPN トラブルシューティング：トラフィックの生成 
アクション

このカラムは、トラフィックのタイプがインターフェイスで許可されてい
るかどうかを示します。

送信元

送信元 IP アドレスです。

宛先

宛先 IP アドレスです。

サービス

このカラムには、インターフェイス上のトラフィックのタイプが表示され
ます。

ログ

このカラムは、このトラフィックでロギングが有効になっているかどうか
を示します。

属性

追加で定義された属性です。

Cisco CP で VPN トラフィックを生成する

デバッグのために、インターフェイス上の VPN トラフィックを Cisco CP 
で生成する場合は、このオプションを選択します。

注 VPN トンネル トラフィックが IP ベースでないアクセス コントロール リス
ト（ACL）から送信される場合、または適用されている現在の CLI ビュー
がルート ビューではない場合、Cisco CP は VPN トラフィックを生成しま
せん。

送信元ネットワーク内のホストの IP アドレスの入力

送信元ネットワーク内のホスト IP アドレスを入力します。

宛先ネットワーク内のホストの IP アドレスの入力

宛先ネットワーク内のホスト IP アドレスを入力します。
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VPN トラブルシューティング：GRE トラフィックの生成
自分で送信元ネットワークからの VPN トラフィックを生成する

送信元ネットワークから発信される VPN トラフィックを生成する場合は、
このオプションを選択します。

待機時間

Easy VPN サーバが送信元トラフィックの生成を待つ時間を秒単位で入力
します。他のシステムに切り替えてトラフィックを生成するのに十分な時
間を設定してください。

続行ボタン

トラフィック生成のタイプを選択したら、このボタンをクリックしてテス
トを続けます。

閉じるボタン

ウィンドウを閉じる場合はこのボタンをクリックします。

VPN トラブルシューティング：GRE トラ
フィックの生成

この画面は、GRE over IPSec トラフィックを生成する場合に表示されま
す。

Cisco CP で VPN トラフィックを生成する

デバッグのために、インターフェイス上の VPN トラフィックを Cisco CP 
で生成する場合は、このオプションを選択します。

リモートのトンネル IP アドレスの入力

リモート GRE トンネルの IP アドレスを入力します。リモート インター
フェイスのアドレスは使用しないでください。
24-6
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 24 章     VPN トラブルシューティング

Cisco CP 警告：Cisco CP はルータ デバッグを有効にします     
自分で送信元ネットワークからの VPN トラフィックを生成する

送信元ネットワークから発信される VPN トラフィックを生成する場合は、
このオプションを選択します。

待機時間

Easy VPN サーバが送信元トラフィックの生成を待つ時間を秒単位で入力
します。他のシステムに切り替えてトラフィックを生成するのに十分な時
間を設定してください。

続行ボタン

トラフィック生成のタイプを選択したら、このボタンをクリックしてテス
トを続けます。

閉じるボタン

ウィンドウを閉じる場合はこのボタンをクリックします。

Cisco CP 警告：Cisco CP はルータ デバッグ
を有効にします

このウィンドウは、Cisco CP で高度なトラブルシューティングを開始する
準備ができたときに表示されます。高度なトラブルシューティングでは、
レポートする結果を待っているルータに対してデバッグ コマンドを配信
し、後で削除します。デバッグ コマンドを削除するのは、ルータのパ
フォーマンスがそれ以降影響を受けないようにするためです。

このプロセスには数分かかる場合があり、またルータのパフォーマンスが
低下する可能性があるため、このメッセージが表示されます。
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Cisco CP 警告：Cisco CP はルータ デバッグを有効にします
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セキュリティ監査

セキュリティ監査は、既存ルータの設定を検査し、ルータを更新すること
で、ルータとネットワークのセキュリティを向上させる機能です。セキュ
リティ監査は、Cisco IOS AutoSecure 機能をベースにしており、
AutoSecure 機能が提供するほぼすべての設定のチェックと支援を実行しま
す。セキュリティ監査がチェックするすべての機能の一覧、およびセキュ
リティ監査でサポートされていない AutoSecure 機能の一覧については、

「Cisco CP と Cisco IOS AutoSecure」を参照してください。

セキュリティ監査には、セキュリティ監査ウィザードとワンステップの
ロックダウンの 2 つの動作モードがあります。セキュリティ監査ウィザー
ドを使用すると、ルータ上に実装するセキュリティ関連の設定変更を選択
できます。ワンステップのロックダウンでは、推奨されるセキュリティ関
連のすべての設定変更が自動的に実装されます。

セキュリティ監査の実行

このオプションを選択すると、セキュリティ監査ウィザードが開始されま
す。セキュリティ監査ウィザードは、ルータの設定をテストして、セキュ
リティ上の問題がないかどうかを判定します。問題が見つかると、それら
を画面上に表示して、修正する問題をユーザが決定できるようにします。
修正する問題を決定すると、ルータの設定に必要な変更が施され、セキュ
リティ上の問題が修正されます。
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Cisco CP を使用してセキュリティ監査を実行し、見つかった問題を修正するに
は

手順 1 機能バーで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ セキュリティ監査 ] の順に選択し
ます。

手順 2 [ セキュリティ監査の実行 ] をクリックします。

[ セキュリティ監査ウィザードへようこそ ] ページが表示されます。

手順 3 [ 次へ >] をクリックします。

[ セキュリティ監査のインターフェイス設定 ] ページが表示されます。

手順 4 セキュリティ監査ウィザードは、各ルータ インターフェイスのうち、ど
れが内部ネットワークに接続しており、どれが外部ネットワークに接続し
ているのかを認識する必要があります。リストされた各インターフェイス
について、[ 内部 ] または [ 外部 ] チェック ボックスを選択してインター
フェイスの接続先を指定します。

手順 5 [ 次へ >] をクリックします。

ルータの設定がテストされ、セキュリティ上の問題が特定されます。処理
中は、テストされる設定オプションがすべてリスト表示され、テストごと
に、ルータの現在の設定での合否が表示されていきます。

このテスト結果レポートをファイルに保存する場合は、[ レポートの保存 ] 
をクリックします。

手順 6 [ 閉じる ] をクリックします。

[ セキュリティ監査レポート カード ] 画面に、セキュリティ上の問題が一覧
表示されます。

手順 7 Cisco Configuration Professional（Cisco CP）を使用して問題を修正する場
合は、その問題の横の [ 修正 ] ボックスを選択します。問題の説明と設定に
追加される Cisco IOS コマンドの一覧については、問題の説明箇所をク
リックして、その問題のヘルプ ページを表示してください。

手順 8 [ 次へ >] をクリックします。

手順 9 ここで、特定の問題を修正するために必要な情報の入力を求める画面が 1 
つ以上表示されることがあります。各画面に必要な情報を入力して、[ 次
へ >] をクリックしてください。
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手順 10 [ ウィザードの要約 ] ページに、セキュリティ監査によって施されるすべて
の設定変更の一覧が表示されます。[ 完了 ] をクリックすると、変更内容が
ルータに配信されます。

ワンステップのロックダウン

このオプションは、セキュリティ上の問題がないかどうかについてルータ
設定をテストし、問題が見つかった場合は必要な設定変更を自動的に実行
して、問題を修正します。テストおよび（必要に応じて）修正される条件
は次のとおりです。

 • Finger サービスを無効にする

 • PAD サービスを無効にする

 • TCP スモール サーバ サービスを無効にする

 • UDP スモール サーバ サービスを無効にする

 • IP BOOTP サーバ サービスを無効にする

 • IP ident サービスを無効にする

 • CDP を無効にする

 • IP ソース ルートを無効にする

 • パスワード暗号化サービスを有効にする

 • インバウンド Telnet セッションの TCP キープアライブを有効にする

 • アウトバウンド Telnet セッションの TCP キープアライブを有効にする

 • デバッグのシーケンス番号とタイム スタンプを有効にする

 • IP CEF を有効にする

 • IP Gratuitous ARP を無効にする

 • パスワードの 小文字数を 6 文字以上に設定する

 • 認証失敗率を再試行回数 3 回未満に設定する

 • TCP Synwait 時間を設定する

 • バナーを設定する

 • ロギングを有効にする

 • Enable Secret パスワードを設定する
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ようこそページ
 • SNMP を無効にする

 • スケジューラ間隔を設定する

 • スケジューラ割り当てを設定する

 • ユーザを設定する

 • Telnet 設定を有効にする

 • NetFlow スイッチングを有効にする

 • IP リダイレクトを無効にする

 • IP プロキシ ARP を無効にする

 • IP ダイレクト ブロードキャストを無効にする

 • MOP サービスを無効にする

 • IP アンリーチャブルを無効にする

 • IP マスク応答を無効にする

 • ヌル インターフェイスに対して IP アンリーチャブルを無効にする

 • すべての外部インターフェイスに対してユニキャスト RPF を有効にす
る

 • すべての外部インターフェイスに対してファイアウォールを有効にす
る

 • HTTP サーバ サービスに対してアクセス クラスを設定する

 • VTY 回線に対してアクセス クラスを設定する

 • ルータ アクセスに対して SSH を有効にする

ようこそページ
この画面では、セキュリティ監査ウィザードと、ウィザードが実行する
ルータの設定変更について説明します。
25-4
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 25 章     セキュリティ監査

インターフェイスの選択ページ
インターフェイスの選択ページ
この画面では、すべてのインターフェイスのリストが表示され、そのうち
のどれが " 外部 " インターフェイス（インターネットなどの安全でない
ネットワークに接続するインターフェイス）なのかを特定するように要求
されます。外部インターフェイスを特定すると、ファイアウォール セ
キュリティ機能を設定すべきインターフェイスがセキュリティ監査によっ
て認識されるようになります。

インターフェイス カラム

このカラムには、各ルータ インターフェイスが表示されます。

外部カラム

このカラムには、[ インターフェイス ] カラムにリストされたインターフェ
イスごとにチェック ボックスが表示されます。インターネットなどの外
部ネットワークに接続するインターフェイスのチェック ボックスを選択
してください。

内部カラム

このカラムには、[ インターフェイス ] カラムにリストされたインターフェ
イスごとにチェック ボックスが表示されます。ローカル ネットワークに
直接接続しており、ファイアウォールによってインターネットから保護さ
れているインターフェイスのチェック ボックスを選択してください。

レポート カード ページ
レポート カード ページには、ネットワークをより安全にするために推奨
される設定変更のリストが表示されます。[ 保存 ] ボタン（すべてのチェッ
クが終了すると有効になる）をクリックすると、レポート カードをファ
イルに保存できます。保存したカードは、印刷やメールで送信することが
できます。[ 閉じる ] をクリックすると、レポートされたセキュリティ問題
のリストがダイアログ ボックスに表示されます。このダイアログには、
Cisco CP を使用して元に戻すことができるセキュリティ設定のリストも表
示されます。
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修正ページ
修正ページ
このページには、レポート カード ページで推奨される設定変更が表示さ
れます。[ オプションの選択 ] リストには、Cisco CP が修正できるセキュリ
ティ問題、または Cisco CP を使用して元に戻すことのできるセキュリティ
設定がリスト表示されます。

オプションの選択 : セキュリティ問題を修正する

レポート カードの画面には、ルータとネットワークをより安全にするた
めに推奨される設定変更のリストが表示されます。ルータ設定に存在する
セキュリティ問題は左側のカラムにリスト表示されます。特定の問題の詳
細が知りたい場合は、その問題をクリックしてください。オンライン ヘ
ルプに、その問題の詳細な説明と推奨される設定変更が表示されます。セ
キュリティ問題をすべて修正するには、[ すべて修正 ] をクリックし、[ 次
へ >] をクリックして先に進んでください。個々のセキュリティ問題を個
別に修正するには、その問題または修正するすべての問題の横の [ 修正 ] 
チェック ボックスを選択し、[ 次へ >] をクリックして次に進んでくださ
い。セキュリティ監査は、選択された問題を修正します。その際、必要に
応じてさらなる情報の入力を求めることがあります。問題を修正すると、
ルータの設定に追加された新しい設定コマンドのリストを表示します。

すべて修正

このボタンをクリックすると、レポート カードの画面にリストされたす
べてのセキュリティ問題の横にチェックマークが付きます。

オプションの選択：セキュリティ設定を元に戻す

このオプションを選択すると、Cisco CP を使用して元に戻すことができる
セキュリティ設定が表示されます。すべてのセキュリティ設定を元に戻す
には、[ すべて元に戻す ] をクリックします。元に戻すセキュリティ設定を
個別に指定するには、その設定の横にある [ 元に戻す ] ボックスを選択しま
す。元に戻すセキュリティ設定を指定したら、[ 次へ >] をクリックしま
す。セキュリティ設定を元に戻すには、少なくとも 1 つのセキュリティ設
定を選択する必要があります。

すべて元に戻す

このボタンをクリックすると、Cisco CP を使用して元に戻すことができる
すべてのセキュリティ設定の横にチェックマークが付きます。
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Cisco CP を使用して元に戻すことができるセキュリティ設定については、
次のリンクをクリックしてください。

Cisco CP で元に戻すことができるセキュリティ設定

一部の問題は修正し、その他のセキュリティ設定は元に戻す

Cisco CP を使用して、一部のセキュリティ問題は修正し、その他の不要な
セキュリティ設定を元に戻す場合は、セキュリティ監査ウィザードを 2 回
実行します。 初の実行で、修正する問題を特定し、2 回目の実行で元に
戻すセキュリティ設定を選択してください。

Finger サービスを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、Finger サービスを無効にします。
Finger は、ネットワーク デバイスにログインしているユーザを確認するた
めに使用します。通常、これらの情報はそれほど機密性の高いものではあ
りませんが、攻撃者にとって有用な情報になることもあります。

Finger サービスは、"Finger of death" と呼ばれる特殊なタイプのサービス拒
否（DoS）攻撃に悪用される可能性があります。これは、毎分 1 つの 
Finger 要求を特定のコンピュータに送り続け、決してコネクションを切断
しない攻撃です。

Finger サービスを無効にするためにルータに配信される設定は次のとおり
です。

no service finger

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

PAD サービスを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、すべてのパケット アセンブル / リア
センブル（PAD）コマンド、および PAD デバイスとアクセス サーバ間の
接続を無効にします。

PAD サービスを無効にするためにルータに配信される設定は次のとおりで
す。

no service pad
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この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

TCP スモール サーバ サービスを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、スモール サービスを無効にします。
Cisco IOS バージョン 11.3 以前が稼働している Cisco デバイスでは、デ
フォルトで、echo、chargen、および discard の各サービスが有効になって
います（Cisco IOS バージョン 12.0 以降では、スモール サービスはデフォ
ルトで無効になりました）。これらのサービス、特に UDP（User Datagram 
Protocol）版のサービスは、正当な目的に使用されることはほとんどなく、
ほとんどの場合 DoS やその他の攻撃に悪用されます。こうした攻撃は、
パケットにフィルタをかけることによって防ぐことができます。

たとえば、攻撃者は、通常なら到達不可エラーになるはずの DNS サーバ
のアドレスを送信元アドレスに設定し、DNS サービス ポート（53 番ポー
ト）を送信元ポートに設定した、偽造 DNS パケットを送信する可能性が
あります。このようなパケットがルータの UDP echo ポートに送信される
と、ルータは指定されたサーバーに DNS パケットを送信することになり
ます。アウトバウンド アクセス制限リストはこのパケットには適用され
ません。なぜなら、このパケットはルータが自分で生成したものと見なさ
れるからです。

こうしたスモール サービスの悪用はほとんどの場合、スプーフィング防
止アクセス リストによって回避（または少なくとも危険度を軽減）でき
るものの、ファイアウォールの一部やネットワーク上の厳重なセキュリ
ティを要する部分に設置されたルータでは、これらのサービスをほぼ無条
件で無効にするべきです。これらのサービスはほとんど使用されないた
め、すべてのルータ上で無効にすることが得策と言えます。

TCP スモール サーバを無効にするためにルータに配信される設定は次の
とおりです。

no service tcp-small-servers

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。
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UDP スモール サーバ サービスを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、スモール サービスを無効にします。
Cisco IOS バージョン 11.3 以前が稼働している Cisco デバイスでは、デ
フォルトで、echo、chargen、および discard の各サービスが有効になって
います（Cisco IOS バージョン 12.0 以降では、スモール サービスはデフォ
ルトで無効になりました）。これらのサービス、特に UDP（User Datagram 
Protocol）版のサービスは、正当な目的に使用されることはほとんどなく、
ほとんどの場合 DoS やその他の攻撃に悪用されます。こうした攻撃は、
パケットにフィルタをかけることによって防ぐことができます。

たとえば、攻撃者は、通常であれば到達不可エラーになる DNS サーバの
アドレスを送信元アドレスに設定し、送信元ポートには DNS サービス 
ポート（53 番ポート）を設定した、偽造 DNS パケットを送信する可能性
があります。このようなパケットがルータの UDP echo ポートに送信され
ると、ルータは指定されたサーバーに DNS パケットを送信することにな
ります。アウトバウンド アクセス制限リストはこのパケットには適用さ
れません。なぜなら、このパケットはルータが自分で生成したものと見な
されるからです。

こうしたスモール サービスの悪用はほとんどの場合、スプーフィング防
止アクセス リストによって回避（または少なくとも危険度を軽減）でき
るものの、ファイアウォールの一部やネットワーク上の厳重なセキュリ
ティを要する部分に設置されたルータでは、これらのサービスをほぼ無条
件で無効にするべきです。これらのサービスはほとんど使用されないた
め、すべてのルータ上で無効にすることが得策と言えます。

UDP スモール サービスを無効にするためにルータに配信される設定は次
のとおりです。

no service udp-small-servers

IP BOOTP サーバ サービスを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、Bootstrap Protocol（BOOTP）サービ
スを無効にします。BOOTP を使用すると、ルータとコンピュータは、起
動時に、集中管理されたサーバから必要なインターネット情報を自動的に
取得できます。これには、Cisco IOS ソフトウェアのダウンロードも含ま
れます。このため、BOOTP は、ルータの Cisco IOS ソフトウェアを不正に
ダウンロードするための手段として攻撃者に悪用される可能性がありま
す。
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BOOTP サービスは DoS 攻撃も受けやすいため、無効にするか、ファイア
ウォールでフィルタリングする必要があります。

BOOTP サービスを無効にするためにルータに配信される設定は次のとお
りです。

no ip bootp server

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

IP ident サービスを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、ident サポートを無効にします。
ident サポートを稼働すると、TCP ポートに対して識別情報を問い合わせ
ることができます。こうした問い合わせに対して、安全でないプロトコル
は、TCP コネクションを開始したクライアントやそのコネクションに応答
したホストの識別情報を返します。ident サポートを稼働していると、ホ
スト上の TCP ポートに接続し、簡単な文字列のコマンドを送信して情報
を要求し、簡単な文字列で応答を受信できます。

ルータに直接接続されたネットワーク セグメント上のシステムから、
ルータの製造元が Cisco であることを把握できたり、そのモデル番号およ
び稼働している Cisco IOS ソフトウェアのバージョンを確認できたりする
という状況は危険と言えます。この情報を基にしてルータに対する攻撃方
法を考え出すことができるためです。

IP ident サービスを無効にするためにルータに配信される設定は次のとお
りです。

no ip identd

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

CDP を無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、CDP（Cisco Discovery Protocol）
サービスを無効にします。CDP は、1 つの LAN セグメント上で各 Cisco 
ルータが互いを特定するために使用する独自プロトコルです。ルータに直
接接続されたネットワーク セグメント上のシステムから、ルータの製造
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元が Cisco であることを把握できたり、そのモデル番号および稼働してい
る Cisco IOS ソフトウェアのバージョンを確認できたりするという状況は
危険と言えます。この情報を基にしてルータに対する攻撃方法を考え出す
ことができるためです。

CDP を無効にするためにルータに配信される設定は次のとおりです。

no cdp run

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

IP ソース ルートを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、IP ソース ルーティングを無効にし
ます。IP プロトコルは、ソース ルーティング オプションをサポートして
います。このオプションを使用すると、IP データグラムの送信者が、デー
タグラムの 終宛先までの通過経路、また通常は、その応答の通過経路を
制御できます。しかし、このオプションがネットワーク上で正当な目的に
使用されることはほとんどありません。一部の古い IP 実装では、ソース
ルート指定されたパケットを正しく処理しないため、そうした実装を稼働
しているマシンにソースルート指定されたデータグラムを送信すること
で、マシンをクラッシュさせることができます。

IP ソース ルーティングを無効にすると、ソースルートが指定された IP パ
ケットが転送されなくなります。

IP ソース ルーティングを無効にするためにルータに配信される設定は次
のとおりです。

no ip source-route

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

パスワード暗号化サービスを有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、パスワード暗号化サービスを有効に
します。パスワード暗号化は、パスワード、Challenge Handshake 
Authentication Protocol（CHAP）secret、およびコンフィギュレーション 
ファイルに保存される同様のデータを暗号化するように、Cisco IOS ソフ
25-11
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 25 章     セキュリティ監査       

修正ページ
トウェアに指示します。このサービスは、パスワードをたまたま居合わせ
た人（管理者の肩越しに画面を見ていた人など）に読まれないようにする
のに便利です。

パスワード暗号化を有効にするためにルータに配信される設定は次のとお
りです。

service password-encryption

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

インバウンド Telnet セッションの TCP キープアライブ
を有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、TCP キープアライブ メッセージを
インバウンドおよびアウトバウンド Telnet セッションで有効にします。
TCP キープアライブを有効にすると、ルータが定期的にキープアライブ 
メッセージを生成するようになります。これにより、壊れた telnet 接続を
検出し破棄することができます。

インバウンド telnet セッションで TCP キープアライブを有効にするために
ルータに配信される設定は次のとおりです。

service tcp-keepalives-in

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

アウトバウンド Telnet セッションの TCP キープアライ
ブを有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、TCP キープアライブ メッセージを
インバウンドおよびアウトバウンド Telnet セッションで有効にします。
TCP キープアライブを有効にすると、ルータが定期的にキープアライブ 
メッセージを生成するようになります。これにより、壊れた telnet 接続を
検出し破棄することができます。

アウトバウンド Telnet セッションで TCP キープアライブを有効にするた
めにルータに配信される設定は次のとおりです。
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service tcp-keepalives-out

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

デバッグのシーケンス番号とタイム スタンプを有効にす
る

セキュリティ監査は、可能であれば、すべてのデバッグ メッセージとロ
グ メッセージでシーケンス番号とタイム スタンプを有効にします。デ
バッグ メッセージとログ メッセージのタイム スタンプは、そのメッセー
ジが生成された日時を示します。シーケンス番号は、同じタイム スタン
プを持つメッセージが生成された順番を示します。メッセージが生成され
た時刻と順番を知ることは、攻撃の可能性を診断する際に重要な情報とな
ります。

タイム スタンプとシーケンス番号を有効にするためにルータに配信され
る設定は次のとおりです。

service timestamps debug datetime localtime show-timezone msec
service timestamps log datetime localtime show-timeout msec
service sequence-numbers

IP CEF を有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、Cisco Express Forwarding（CEF） ま
たは Distributed Cisco Express Forwarding（DCEF）を有効にします。CEF 
では、トラフィックが新しい宛先に到着し始めたときにキャッシュ エン
トリを作成する必要がないため、多くの宛先に向けて大量のトラフィック
が送信されてきた場合に、他のモードよりも予測可能な条件下でルータが
動作します。CEF 用に設定されたルータは、従来のキャッシュを使用した
ルータに比べて、SYN 攻撃の影響を受けにくくなります。

CEF を有効にするためにルータに配信される設定は次のとおりです。

ip cef
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IP Gratuitous ARP を無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、IP Gratuitous ARP 要求を無効にしま
す。Gratuitous ARP とは、宛先の IP アドレスが送信元の IP アドレスと同
じになるような ARP ブロードキャストのことです。これは元々、ホスト
が自分の IP アドレスをネットワーク全体に通知するためのプロトコルで
す。Gratuitous ARP メッセージが偽造されると、ネットワークのマッピン
グ情報が間違って格納されるため、ネットワークの誤動作を引き起こしま
す。

Gratuitous ARP を無効にするためにルータに配信される設定は次のとおり
です。

no ip gratuitous-arps

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

パスワードの 小文字数を 6 文字以上に設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、6 文字以上のパスワードを要求する
ようにルータを設定します。攻撃者がパスワードを解読するときに使用す
る方法の 1 つに、パスワードが見つかるまで考えられる文字の組み合わせ
をすべて試すという方法があります。パスワードが長くなると考えられる
文字の組み合わせが指数関数的に増加するため、この攻撃方法が成功する
確率は大幅に低下します。

この設定変更を行うと、ルータに設定されているすべてのパスワード
（user、enable、secret、console、AUX、tty、vty など）の長さを 6 文字以上
にするように要求されます。この設定変更が実施されるのは、お使いの
ルータ上で稼働している Cisco IOS のバージョンでパスワードの 小長機
能がサポートされている場合だけです。

ルータに配信される設定は次のとおりです。

security passwords min-length <6>
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認証失敗率を再試行回数 3 回未満に設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、3 回ログインに失敗するとアクセス
をロックするようにルータを設定します。パスワード解読の手法の 1 つに

「辞書」攻撃と呼ばれる方法があります。これは、辞書に書かれているす
べての単語を使用してログインを試みるものです。この設定を使用する
と、3 回ログインに失敗したら 15 秒間アクセスがロックされるようにルー
タが設定されます。これにより、辞書攻撃は使えなくなります。この設定
では、ルータへのアクセスをロックするだけでなく、3 回ログインに失敗
したらログ メッセージを生成し、ログインに失敗したユーザがいること
を管理者に警告します。

ログインの失敗が 3 回発生した場合はルータへのアクセスをロックするた
めに、ルータに配信される設定は次のとおりです。

security authentication failure rate <3>

TCP Synwait 時間を設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、TCP Synwait 時間を 10 秒に設定しま
す。TCP Synwait 時間を設定することは、サービス拒否（DoS）攻撃の手
法の 1 つである SYN フラッド攻撃に対抗する方法として有用です。TCP 
で接続を確立するには、3 フェーズのハンドシェイクを行う必要がありま
す。まず、開始側が接続要求を送信し、それに対して受信側が確認応答を
返し、さらにそれに対して開始側が確認応答を受け取ったことを送信しま
す。この 3 フェーズのハンドシェイクが完了したら、接続が確立され、
データ転送を開始できます。SYN フラッド攻撃は、同じホストに接続要
求を繰り返し送信します。そして、接続を完了させる確認応答の受け取り
の送信を行わないことで、ホスト側に未完了の接続を増やし続けます。未
完了の接続用のバッファ領域は通常、確立された接続用のバッファ領域よ
りも小さいため、未完了の接続数が増えるとバッファがいっぱいになり、
ホストは機能停止状態になります。TCP Synwait 時間を 10 秒に設定する
と、ルータは、ハンドシェイクの 後の確認応答の受信待ち状態になって
から 10 秒後に未完了の接続を破棄するため、ホスト側に未完了の接続が
溜まるのを阻止できます。

TCP Synwait 時間を 10 秒に設定するためにルータに配信される設定は次の
とおりです。

ip tcp synwait-time <10>
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バナーを設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、テキスト バナーを設定します。司
法管轄区域によっては、不正ユーザに対して不正な利用であることを警告
するバナーを表示した方が、システムに侵入したクラッカーに対する民事
告発または刑事告発が大幅に容易になることがあります。また、監視する
用意があることをあらかじめ通知していない限り、たとえ不正ユーザが対
象であっても、その行動を監視することが禁止されている司法管轄区域も
あります。テキスト バナーは、そうした通知を行うための手法の 1 つで
す。

テキスト バナーを作成するためにルータに配信される設定は次のとおり
です。< 会社名 >、< 管理者の電子メール アドレス >、< 管理者の電話番
号 > の部分は、セキュリティ監査で入力した情報で置き換えてください。

banner ~
Authorized access only
This system is the property of <company name> Enterprise.        
Disconnect IMMEDIATELY as you are not an authorized user!        
Contact <administrator email address> <administrator phone number>.
~

ロギングを有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、シーケンス番号とタイム スタンプ
付きのロギングを有効にします。ログは、ネットワーク イベントに関す
る詳細な情報を提供するので、セキュリティ イベントを認識して対策を
施すには不可欠です。タイム スタンプとシーケンス番号は、ネットワー
ク イベントの発生した日時と順番に関する情報を提供します。

ロギングを有効化するために、ルータに配信される設定は次のとおりで
す。< ログ バッファ サイズ > および < ロギング サーバ IP アドレス > の
部分は、セキュリティ監査で入力した情報で置き換えてください。

logging console critical
logging trap debugging
logging buffered <log buffer size>
logging <logging server ip address>
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Enable Secret パスワードを設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、Cisco IOS コマンド enable secret を
設定することによって、より強固なパスワード保護を提供します。enable 
secret コマンドは、Cisco IOS システムに対する特権管理アクセスを許可す
るパスワードを設定するために使用します。enable secret コマンドは、従
来の enable password コマンドよりもはるかに安全性の高い暗号化アルゴ
リズム（MD5）を使用してパスワードを保護します。こうした強い暗号化
は、ルータのパスワード、ひいてはネットワーク アクセスを保護するた
めに欠かせない手段です。

enable secret コマンドを設定するためにルータに配信される設定は次のと
おりです。

enable secret <>

SNMP を無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMP）サービスを無効にします。SNMP は、ネットワークのパフォー
マンスとプロセスに関するデータを取得およびポストする機能を提供しま
す。ルータの監視に広く使用されており、ルータの設定変更にもよく使用
されます。ただし、 も普及している SNMP プロトコルのバージョン 1 
は、次の理由からセキュリティリスクの原因となることがよくあります。

 • 「コミュニティ文字列」と呼ばれる認証文字列（パスワード）を使用
しているが、この文字列は平文で保存されておりネットワーク上を平
文で送信される。

 • 多くの SNMP 実装では、これらの文字列を定期的なポーリングの際に
繰り返し送信する。

 • 簡単にスプーフィングできる、データグラムベースのトランザクショ
ン プロトコルである。

ネットワーク ルーティング テーブルのコピーやその他のネットワーク機
密情報を取得する目的で SNMP を使用できるので、Cisco では、ネット
ワークで必要でない限り、SNMP を無効にすることを推奨しています。セ
キュリティ監査は、初期設定で SNMP を無効にするよう要求します。

SNMP サービスを無効にするためにルータに配信される設定は次のとおり
です。

no snmp-server
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スケジューラ間隔を設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、ルータのスケジューラ間隔を設定し
ます。大量のパケットを高速で切り替えているルータでは、ネットワーク 
インターフェイスからの割り込み要求に対する応答時間が長くなり、他の
処理ができなくなることがあります。これは、大量のパケットが高速で送
信されると発生します。このような状態になると管理者もルータにアクセ
スできなくなる可能性があるため、ルータが攻撃されている場合は非常に
危険です。スケジューラ間隔を調整すると、ルータへの管理目的のアクセ
スがいつでも確実に行えるようになります。これは、指定された時間間隔
が経過すると、たとえ CPU の使用率が 100% であっても、システム処理に
強制的に CPU 時間が割り当てられるからです。

スケジューラ間隔を調整するためにルータに配信される設定は次のとおり
です。

scheduler interval 500

スケジューラ割り当てを設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、scheduler interval コマンドをサポー
トしていないルータ上で scheduler allocate コマンドを設定します。大量の
パケットを高速で切り替えているルータでは、ネットワーク インター
フェイスからの割り込み要求に対する応答時間が長くなり、他の処理がで
きなくなることがあります。これは、大量のパケットが高速で送信される
と発生します。このような状態になると管理者もルータにアクセスできな
くなる可能性があるため、ルータが攻撃されている場合は非常に危険で
す。scheduler allocate コマンドは、ルータの全 CPU 時間のうちの一定の
割合を、管理処理などのネットワーク スイッチング以外の処理に割り当
てることを保証します。

スケジューラ割り当ての割合を設定するためにルータに配信される設定は
次のとおりです。

scheduler allocate 4000 1000
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ユーザを設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、Telnet ユーザ アカウントを設定し
て、コンソール、AUX、vty、tty の各回線へのアクセスを認証すること
で、これらの回線のセキュリティを強化します。ダイアログ ボックスが
表示されたら、これらの回線のユーザ アカウントとパスワードを定義し
てください。

Telnet 設定を有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、以下の設定を実装することで、コン
ソール、AUX、vty、tty の各回線のセキュリティを強化します。

 • transport input および transport output コマンドを設定して、上記の
回線に接続する際に使用できるプロトコルを定義する。

 • コンソールおよび AUX 回線の実行タイムアウト値を 10 分に設定す
る。これにより、10 分間作業していない状態が続くと、これらの回線
にログインしている管理者が強制的にログアウトされる。

コンソール、AUX、vty、tty の各回線のセキュリティを強化するために
ルータに配信される設定は次のとおりです。

!
line console 0
transport output telnet
exec-timeout 10
login local
!
line AUX 0
transport output telnet
exec-timeout 10
login local
!
line vty ….
transport input telnet
login local
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NetFlow スイッチングを有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、NetFlow スイッチングを有効にしま
す。NetFlow スイッチングを使用すると、アクセス コントロール リスト

（ACL）およびネットワーク セキュリティを実現し、強化するその他の機
能を使用しながら、同時にルーティングのパフォーマンスも高めることが
できます。NetFlow は、送信元 / 宛先 IP アドレスと TCP ポート番号に基づ
いてネットワーク パケット フローを特定します。特定のフローの先頭パ
ケットだけを使用して、ACL との照合やその他のセキュリティ チェック
を行うため、フロー内のすべてのパケットを使用してこれらの処理を行う
必要はありません。これにより、パフォーマンスが向上し、同時にルータ
のすべてのセキュリティ機能を利用できるようになります。

NetFlow を有効にするためにルータに配信される設定は次のとおりです。

ip route-cache flow

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

IP リダイレクトを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、ICMP（インターネット制御メッ
セージ プロトコル）のリダイレクト メッセージを無効にします。ICMP 
は、パス、ルート、およびネットワークの条件に関する情報を伝達するこ
とによって IP トラフィックをサポートします。ICMP リダイレクト メッ
セージは、エンド ノードに、特定の宛先までのパスとして特定のルータ
を使用するように指示します。正常に機能している IP ネットワークでは、
ルータはローカル サブネット上のホストだけにリダイレクトを送信し、
エンド ノードはリダイレクトを送信しません。また、リダイレクトが 2 つ
以上のネットワーク ホップを経由して転送されることもありません。た
だし、これらのルールは攻撃者によって破られる可能性があります。実
際、一部の攻撃では、ルール違反のリダイレクトを利用しています。
ICMP リダイレクトを無効にしてもネットワークの運用に影響はありませ
ん。無効にすることで、こうした攻撃を防止できます。

ICMP リダイレクト メッセージを無効にするためにルータに配信される設
定は次のとおりです。

no ip redirects
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IP プロキシ ARP を無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、プロキシ ARP（アドレス解決プロト
コル）要求を無効にします。ARP は、IP アドレスを MAC アドレスに変換
するために使用されます。通常、ARP は単一の LAN に限定されますが、
ルータは ARP 要求のためのプロキシとして機能できます。これにより、
複数の LAN セグメントにまたがって ARP 要求を送信できるようになりま
す。ただし、これは LAN というセキュリティ防護壁を破ることになるた
め、プロキシ ARP は同じセキュリティ レベルを持つ 2 つの LAN 間のみに
限定して、必要な場合に限って使用してください。

プロキシ ARP を無効にするためにルータに配信される設定は次のとおり
です。

no ip proxy-arp

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

IP ダイレクト ブロードキャストを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、IP ダイレクト ブロードキャストを
無効にします。IP ダイレクト ブロードキャストは、送信側のマシンが直
接接続していないサブネットのブロードキャスト アドレスに送信される
データグラムです。ダイレクト ブロードキャストは、送信先サブネット
に到達するまでユニキャスト パケットとして伝送され、送信先サブネッ
トでリンク層ブロードキャストに変換されます。IP のアドレス指定アーキ
テクチャの性質により、ダイレクト ブロードキャストを 終的に識別で
きるのは、チェーン内の 後のルータ、つまり送信先サブネットに直接接
続されているルータだけです。ダイレクト ブロードキャストが正当な目
的で使用される場合もありますが、そのような使用法は金融サービス業界
以外では一般的ではありません。

IP ダイレクト ブロードキャストは、よく知られている「smurf」という
サービス拒否攻撃で悪用され、他の同じような攻撃でも悪用される場合が
あります。「smurf」攻撃では、攻撃者が偽装された送信元アドレスからダ
イレクト ブロードキャスト アドレスに ICMP エコー要求を送信します。
その結果、送信先サブネット上のすべてのホストが偽装された送信元アド
レスに応答を送信します。このような要求を連続的に送信することによっ
て、攻撃者は大量の応答を生成し、偽装されたアドレスを持つホストを完
全な過負荷状態にすることができます。
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IP ダイレクト ブロードキャストを無効にすると、そのインターフェイス
でリンク層ブロードキャストに大量に変換されるはずのダイレクト ブ
ロードキャストが廃棄されます。

IP ダイレクト ブロードキャストを無効にするためにルータに配信される
設定は次のとおりです。

no ip directed-broadcast

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

MOP サービスを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、すべてのイーサネット インター
フェイス上で、Maintenance Operations Protocol（MOP）を無効にします。
MOP は、DECNet ネットワークと通信するとき、ルータに設定情報を送信
するために使用されます。MOP は、さまざまな攻撃を受けやすいプロト
コルです。

イーサネット インターフェイス上で MOP サービスを無効にするために
ルータに配信される設定は次のとおりです。

no mop enabled

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

IP アンリーチャブルを無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、インターネット制御メッセージ プ
ロトコル（ICMP）のホスト アンリーチャブル メッセージを無効にしま
す。ICMP は、パス、ルート、およびネットワークの条件に関する情報を
伝達することによって IP トラフィックをサポートします。ICMP ホストの
アンリーチャブル メッセージは、ルータが、不明なプロトコルを使用す
る非ブロードキャスト パケットを受信した場合、または宛先アドレスま
でのルートがないために 終的な宛先に配信できないパケットを受信した
場合に送信されます。これらのメッセージは、ネットワーク マッピング
情報を取得するために攻撃者に悪用される可能性があります。
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ICMP ホスト アンリーチャブル メッセージを無効にするためにルータに配
信される設定は次のとおりです。

int <all-interfaces>
no ip unreachables

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

IP マスク応答を無効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、インターネット制御メッセージ プ
ロトコル（ICMP）のマスク応答メッセージを無効にします。ICMP は、パ
ス、ルート、およびネットワークの条件に関する情報を伝達することに
よって IP トラフィックをサポートします。ICMP マスク応答メッセージ
は、ネットワーク デバイスがインターネットワーク内の特定のサブネッ
トワークのサブネット マスクを認識する必要がある場合に送信されます。
このメッセージは、必要な情報を持っているデバイスによって、情報を要
求したデバイスに送信されます。これらのメッセージは、ネットワーク 
マッピング情報を取得するために攻撃者に悪用される可能性があります。

ICMP マスク応答メッセージを無効にするためにルータに配信される設定
は次のとおりです。

no ip mask-reply

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

ヌル インターフェイスに対して IP アンリーチャブルを無
効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、インターネット制御メッセージ プ
ロトコル（ICMP）のホスト アンリーチャブル メッセージを無効にしま
す。ICMP は、パス、ルート、およびネットワークの条件に関する情報を
伝達することによって IP トラフィックをサポートします。ICMP ホストの
アンリーチャブル メッセージは、ルータが、不明なプロトコルを使用す
る非ブロードキャスト パケットを受信した場合、または宛先アドレスま
でのルートがないために 終的な宛先に配信できないパケットを受信した
場合に送信されます。ヌル インターフェイスはパケット シンク（パケッ
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トを捨てる場所）なので、そこに転送されてきたパケットは常に破棄さ
れ、（無効にされていなければ）ホスト アンリーチャブル メッセージが生
成されます。その場合、ヌル インターフェイスをサービス拒否攻撃をブ
ロックするために使用していると、ホスト アンリーチャブル メッセージ
がローカル ネットワーク上に大量に生成されます。ホスト アンリーチャ
ブル メッセージを無効にすれば、この状況を防ぐことができます。また、
ブロックされたパケットはすべてヌル インターフェイスに転送されるた
め、ホスト アンリーチャブル メッセージを受信した攻撃者が、アクセス
制御リスト（ACL）の設定を割り出すためにそれらのメッセージを悪用す
る可能性があります。

ルータに「null 0」インターフェイスが設定されている場合、セキュリ
ティ監査は、パケットが破棄されたとき、またはヌル インターフェイス
にルーティングされてきたときに ICMP ホスト アンリーチャブル メッ
セージが生成されないように、次の設定をルータに配信します。

int null 0
no ip unreachables

この設定変更は元に戻すことができます。元に戻す方法については、「セ
キュリティ監査による修正を元に戻す」をクリックしてください。

すべての外部インターフェイスに対してユニキャスト 
RPF を有効にする

セキュリティ監査は、可能であれば、インターネットに接続されているす
べてのインターフェイス上で、ユニキャスト逆方向パス転送（RPF） を有
効にします。RPF 機能により、ルータはパケットを受信したインターフェ
イスとパケットの送信元アドレスをチェックします。入力インターフェイ
スがルーティング テーブルに指定されている送信元アドレスへの適切な
パスでない場合、パケットは廃棄されます。この送信元アドレスの検証は 
IP スプーフの防止に使用します。

この方法が機能するのは、ルーティングが対称的に行われる場合だけで
す。ホスト A からホスト B へのトラフィックが、ホスト B からホスト A 
へのトラフィックと異なる経路をたどるようにネットワークが設計されて
いる場合は、上のようなチェックを行うと常に失敗し、2 つのホスト間の
通信は不可能となります。このような非対称的なルーティングは、イン
ターネットのコア部分で一般的に行われています。この機能を有効にする
前に、必ず、ネットワークが非対称的なルーティングを行っていないこと
を確認してください。
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修正ページ
また、ユニキャスト RPF を有効にできるのは、IP Cisco Express Forwarding
（CEF）が有効になっているときだけです。セキュリティ監査は、ルータ
の設定をチェックして、IP CEF が有効になっているかどうか確認します。
IP CEF が有効になっていない場合、セキュリティ監査は、IP CEF を有効
にするように推奨し、推奨が承認されると実際に有効にします。セキュリ
ティ監査、またはそれ以外の方法で CEF が有効になっていない場合は、
ユニキャスト RPF を有効にすることはできません。

ユニキャスト RPF を有効にするために、プライベート ネットワークの外
に接続されたルータの各インターフェイスに配信される設定は次のとおり
です。< 外部インターフェイス > の部分はインターフェイス識別子で置き
換えてください。

interface <outside interface>
ip verify unicast reverse-path

すべての外部インターフェイスに対してファイアウォー
ルを有効にする

ルータ上で実行されている Cisco IOS イメージにファイアウォール フィー
チャ セットが含まれている場合、セキュリティ監査は、可能であれば、
コンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）を有効にします。
CBAC は、Cisco IOS ファイアウォール フィーチャ セットのコンポーネン
トとして、アプリケーション層の情報（セッション内で実行されているコ
マンドの種類など）に基づいてパケットをフィルタリングします。たとえ
ば、サポートされていないコマンドがセッション内に検出されると、その
パケットのアクセスを拒否できます。

CBAC は、HTTP の 80 番ポートや Secure Sockets Layer（SSL）の 443 番と
いったよく知られたポートを使用する TCP/UDP アプリケーションのセ
キュリティを強化します。そのために、CBAC は送信元アドレスと宛先ア
ドレスを調査します。CBAC を使用しない場合、高度なアプリケーション 
トラフィックを許可する手段はアクセス コントロール リスト（ACL）へ
の登録のみとなります。この方法では、ファイアウォールに侵入口を開く
ことになるため、ほとんどの管理者は、そうした高度なアプリケーション
のトラフィックをすべて拒否しています。CBAC を有効にすると、ファイ
アウォールを必要に応じて開き、それ以外のときは閉じるようにすること
で、マルチメディアやその他のアプリケーションのトラフィックを安全に
許可できます。
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修正ページ
CBAC を有効にするために、セキュリティ監査は、Cisco CP の [ ファイア
ウォールの作成 ] 画面を使用して、ファイアウォールの設定を生成します。

HTTP サーバ サービスに対してアクセス クラスを設定す
る

セキュリティ監査は、可能であれば、ルータの HTTP サービスを特定のア
クセス クラスを使用して有効にします。HTTP サービスを使用すると、
Web ブラウザを使用して、リモートからの設定および監視が可能になりま
すが、認証処理中にネットワーク上を平文のパスワードが流れるため、セ
キュリティは高くありません。このため、セキュリティ監査は、直接接続
されたネットワーク ノードからのアクセスだけを許可するアクセス クラ
スを設定して、HTTP サービスへのアクセスを制限しています。

アクセス クラスを使用して HTTP サービスを有効にするためにルータに配
信される設定は次のとおりです。

ip http server
ip http access-class <std-acl-num>
!
!HTTP Access-class:Allow initial access to direct connected subnets ! 
!only
access-list <std-acl-num> permit <inside-network>
access-list <std-acl-num> deny any

VTY 回線に対してアクセス クラスを設定する

セキュリティ監査は、可能であれば、vty 回線用のアクセス クラスを設定
します。vty 接続を使用すると、ルータへのリモート アクセスが可能にな
りますが、そうしたアクセスは既知のネットワーク ノードだけに制限す
るべきです。

vty 回線のアクセス クラスを設定するためにルータに配信される設定は次
のとおりです。

access-list <std-acl-num> permit <inside-network>
access-list <std-acl-num> deny any

さらに、各 vty 回線には、次の設定が適用されます。

access-class <std-acl-num>
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修正ページ
ルータ アクセスに対して SSH を有効にする

ルータ上で実行されている Cisco IOS イメージが crypto イメージ（56 ビッ
トの Data Encryption Standard（DES）暗号化を使用し、輸出制限の対象と
なるイメージ）の場合、セキュリティ監査は、可能であれば、次の設定を
実装して Telnet アクセスのセキュリティを強化します。

 • Telnet アクセス用にセキュア シェル（SSH）を有効化する。SSH によ
り Telnet アクセスのセキュリティは大幅に強化されます。

 • SSH タイムアウト値を 60 秒に設定する。これにより、未完了の SSH 
接続は 60 秒後にシャットダウンされます。

 • SSH ログインの失敗回数を 大 2 回に設定し、3 回以上失敗すると
ルータへのアクセスをロックする。

アクセスとファイル転送機能のセキュリティを強化するためにルータに配
信される設定は次のとおりです。

ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
!
line vty 0 4
transport input ssh 
!

注 上記のように設定を変更したら、必ず SSH モジュールのキー サイズを指
定してキーを生成してください。具体的な手順については、「SSH」を参
照してください。

AAA の有効化

Cisco IOS AAA（認証、許可、およびアカウンティング）は、3 つの独立
したセキュリティ機能を一貫した方法で設定するためのアーキテクチャ 
フレームワークです。AAA では、認証、許可、およびアカウンティング 
サービスをモジュール化した方法で実行できます。

Cisco CP では、AAA を有効にしている間にルータへのアクセスが切断し
ないように、事前に次のタスクを実行します。

 • VTY 回線の認証と許可を設定します。

認証と許可の両方にローカル データベースが使用されます。
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設定の要約画面
 • コンソール回線の認証を設定します。

認証にはローカル データベースが使用されます。

 • ローカル データベースを使用するように HTTP 認証を変更します。

設定の要約画面
この画面には、修正対象としてレポート カードの画面で選択したセキュ
リティ問題に基づいて、ルータ設定に配信されるすべての設定変更の一覧
が表示されます。

Cisco CP と Cisco IOS AutoSecure
AutoSecure は、Cisco CP に似た Cisco IOS の機能です。AutoSecure を使用
すると、ルータのセキュリティ機能をより簡単に設定できるため、ネット
ワークのセキュリティが強化されます。Cisco CP は、AutoSecure が提供す
るほぼすべての機能を実装しています。

Cisco CP で実装されている AutoSecure の機能

以下に示す AutoSecure の機能は、このバージョンの Cisco CP で実装され
ています。これらのサービスと機能の詳細については、次の各リンクをク
リックしてください。

 • SNMP を無効にする

 • Finger サービスを無効にする

 • PAD サービスを無効にする

 • TCP スモール サーバ サービスを無効にする

 • IP BOOTP サーバ サービスを無効にする

 • IP ident サービスを無効にする

 • CDP を無効にする

 • IP ソース ルートを無効にする

 • IP リダイレクトを無効にする

 • IP プロキシ ARP を無効にする
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Cisco CP と Cisco IOS AutoSecure     
 • IP ダイレクト ブロードキャストを無効にする

 • MOP サービスを無効にする

 • IP アンリーチャブルを無効にする

 • ヌル インターフェイスに対して IP アンリーチャブルを無効にする

 • IP マスク応答を無効にする

 • パスワード暗号化サービスを有効にする

 • パスワードの 小文字数を 6 文字以上に設定する

 • IP CEF を有効にする

 • すべての外部インターフェイスに対してファイアウォールを有効にす
る

 • ユーザを設定する

 • ロギングを有効にする

 • パスワードの 小文字数を 6 文字以上に設定する

 • すべての外部インターフェイスに対してユニキャスト RPF を有効にす
る

Cisco CP で実装されていない AutoSecure の機能

以下に示す AutoSecure の機能は、このバージョンの Cisco CP では実装さ
れていません。

 • NTP の無効化 ― AutoSecure は、入力に基づいて、不要な Network 
Time Protocol（NTP）を無効にします。NTP が必要な場合は、MD5 認
証を使用して設定されます。Cisco CP は、NTP の無効化をサポートし
ていません。

 • AAA の設定 ― 認証、許可、およびアカウンティング（AAA）サービ
スが設定されていない場合、AutoSecure は、ローカル AAA を設定し、
ルータ上にユーザ名とパスワードのローカル データベースを設定する
ため入力を要求します。Cisco CP は、AAA の設定をサポートしていま
せん。

 • SPD 値の設定 ― Cisco CP は Selective Packet Discard（SPD）値を設定
しません。

 • TCP インターセプトの有効化 ― Cisco CP は TCP インターセプトを有
効にしません。
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Cisco CP で元に戻すことができるセキュリティ設定
 • 外部インターフェイス上でのアンチスプーフィング ACL の設定 ― 
AutoSecure は、送信元アドレスの偽造を阻止するために 3 つの名前付
きアクセス リストを作成します。Cisco CP は、これらの ACL を設定
しません。

Cisco CP では異なる方法で実装されている AutoSecure の機能

 • SNMP を無効にする ― Cisco CP は SNMP を無効にしますが、
AutoSecure とは異なり、SNMP バージョン 3 を設定するためのオプ
ションは提供していません。

 • ルータ アクセスに対して SSH を有効にする ― Cisco CP は crypto Cisco 
IOS イメージ上で SSH を有効化および設定しますが、AutoSecure とは
異なり、Service Control Point（SCP）を有効にしたり、他のアクセス
やファイル転送サービス（FTP など）を無効にしたりすることはあり
ません。

Cisco CP で元に戻すことができるセキュリ
ティ設定

以下の表に、Cisco CP で元に戻すことができるセキュリティ設定を示しま
す。

セキュリティ設定 対応する CLI
Finger サービスを無効にする no service finger

PAD サービスを無効にする no service pad

TCP スモール サーバ サービスを無
効にする

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

IP BOOTP サーバ サービスを無効に
する

no ip bootp server

IP ident サービスを無効にする no ip identd

CDP を無効にする no cdp run

IP ソース ルートを無効にする no ip source-route

NetFlow スイッチングを有効にする ip route-cache flow
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セキュリティ監査による修正を元に戻す
セキュリティ監査による修正を元に戻す
Cisco CP では、セキュリティ設定の変更を元に戻すことができます。
Cisco CP を使用してセキュリティ修正を元に戻すには、セキュリティ監査
ウィザードを実行します。レポート カードのウィンドウで、[ セキュリ
ティ設定を元に戻す ] オプションを選択し、元に戻す各設定の横にある
チェック ボックスを選択して [ 次へ >] をクリックしてください。

IP リダイレクトを無効にする no ip redirects

IP プロキシ ARP を無効にする no ip proxy-arp

IP ダイレクト ブロードキャストを
無効にする

no ip directed-broadcast

MOP サービスを無効にする no mop enabled

IP アンリーチャブルを無効にする int < すべてのインターフェイス >
no ip unreachables

IP マスク応答を無効にする no ip mask-reply

ヌル インターフェイスに対して IP 
アンリーチャブルを無効にする

int null 0

no ip unreachables

パスワード暗号化サービスを有効
にする

service password-encryption

インバウンド Telnet セッションの 
TCP キープアライブを有効にする

service tcp-keepalives-in

アウトバウンド Telnet セッション
の TCP キープアライブを有効にす
る

service tcp-keepalives-out

IP Gratuitous ARP を無効にする no ip gratuitous arps

セキュリティ設定 対応する CLI
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Telnet/SSH アカウントの追加 / 編集画面
Telnet/SSH アカウントの追加 / 編集画面
この画面では、ルータへの Telnet および SSH アクセス用に新規のユーザ 
アカウントを作成したり、既存のユーザ アカウントを編集することがで
きます。

ユーザ名

このフィールドには、新規ユーザ アカウントのユーザ名を入力します。

パスワード

このフィールドには、新規ユーザ アカウントのパスワードを入力します。

パスワードの確認

このフィールドには、新規ユーザ アカウントのパスワードを確認のため
再入力します。このフィールドに入力するパスワードは、[ パスワード ] 
フィールドに入力したパスワードと一致していなければなりません。

Telnet/SSH のユーザ アカウントの設定ページ
この画面では、ルータへの Telnet またはセキュア シェル（SSH）アクセス
用ユーザ アカウントを管理できます。この画面のテーブルには、各 Telnet 
ユーザ アカウントについて、アカウント名がリストされ、アカウントの
パスワードがアスタリスクで表示されます。この画面は、ユーザ アカウ
ントを 1 つも設定していない場合だけ表示されます。したがって、この画
面が 初に表示されるときは常に空になります。

Telnet の許可を有効にするチェック ボックス

ルータへの Telnet/SSH アクセスを有効にする場合に選択します。ルータへ
の Telnet/SSH アクセスを無効にする場合は、このチェック ボックスの選
択を解除します。
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Enable Secret とバナー ページ   
追加ボタン

このボタンをクリックすると、[ ユーザ アカウントの追加 ] 画面が表示さ
れ、ユーザ名とパスワードを設定してアカウントを追加できます。

編集ボタン

テーブル内でユーザ アカウントを選択してこのボタンをクリックすると、
[ ユーザ アカウントの編集 ] 画面が表示され、選択したアカウントのユーザ
名とパスワードを編集できます。

削除ボタン

テーブル内でユーザ アカウントを選択してこのボタンをクリックすると、
選択したアカウントが削除されます。

Enable Secret とバナー ページ
この画面では、ルータの新しい enable secret とテキスト バナーを入力でき
ます。

enable secret は、ルータのすべての機能に対して管理者権限のアクセスを
可能にする暗号化パスワードです。この暗号化パスワードは、解読が困難
な安全なものとする必要があります。パスワードは 6 文字以上でなければ
なりません。また、アルファベットと数字を混在させること、辞書に書か
れている単語や、他人から推測される可能性のある個人情報を使用しない
ことをお勧めします。

テキスト バナーは、Telnet または SSH を使用してルータに接続するたび
に表示されます。テキスト バナーは、権限のないユーザに対してルータ
へのアクセスが禁止されていることを通知する方法になるため、セキュリ
ティ上重要です。司法管轄区域によっては、バナーを表示しておかない
と、侵入者を民事告発も刑事告発もできません。

新しいパスワード

このフィールドには新しい enable secret パスワードを入力します。
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ロギング ページ
新しいパスワードの再入力

このフィールドには新しい enable secret パスワードを確認のため再入力し
ます。

ログイン バナー

ルータ上に設定するテキスト バナーを入力します。

ロギング ページ
この画面では、ルータのログを設定できます。ログを設定するには、ログ 
メッセージが転送されるシスログ（syslog）サーバのリストを作成し、ロ
ギング レベルを設定します。ロギング レベルは、メッセージがログに記
録されるために 低限必要な重大度レベルです。

IP アドレス / ホスト名テーブル

このテーブルには、ルータのログ メッセージが転送されるホストのリス
トが表示されます。これらのホストは、ルータのログ メッセージをト
ラップして管理できるシスログ（syslog）サーバでなければなりません。

追加ボタン

このボタンをクリックすると、[IP アドレス / ホスト名 ] 画面が表示されま
す。ここで IP アドレスまたはホスト名を入力すると、シスログ（syslog）
サーバをリストに追加できます。

編集ボタン

テーブル内でシスログ（syslog）サーバを選択して、このボタンをクリッ
クすると、[IP アドレス / ホスト名 ] 画面が表示され、選択したシスログ

（syslog）サーバの IP アドレスまたはホスト名を編集できます。

削除ボタン

テーブル内でシスログ（syslog）サーバを選択してこのボタンをクリック
すると、選択したシスログ（syslog）サーバがテーブルから削除されます。
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ロギング ページ 
ロギング レベルの設定フィールド

このフィールドで、ルータのログ メッセージがトラップされ、この画面
のテーブルのシスログ（syslog）サーバに転送されるために必要な 低の
重大度レベルを選択します。ログ メッセージの重大度レベルは 1 ～ 7 の数
値で表されます。数値が小さいほどイベントの重大度は高くなります。各
重大度レベルの説明は次のとおりです。

 – 0 ― 緊急

システムが使用不可です。

 – 1 ― アラート

直ちに対処が必要です。

 – 2 ― 重大

重大な状態が発生しました。

 – 3 ― エラー

エラー状態が発生しました。

 – 4 ― 警告

警告対象の状態が発生しました。

 – 5 ― 通知

特別な意味のある状態が発生しましたが、異常ではありません。

 – 6 ― 情報

単なる情報メッセージです。

 – 7 ― デバッグ

デバッグ用のメッセージです。
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ロギング ページ
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ルーティング

[ ルーティング ] ウィンドウには、設定済みのスタティック ルートと、ルー
ティング インフォメーション プロトコル（RIP）、Open Shortest Path First

（OSPF）、および拡張インテリア ゲートウェイ ルーティング プロトコル
（EIGRP）の設定済みのルートが表示されます。このウィンドウでルート
の表示、新しいルートの追加、既存のルートの編集、およびルートの削除
を行うことができます。

注 このウィンドウには、GRE over IPSec トンネル用に設定されたスタティッ
ク ルートとダイナミック ルートが表示されます。GRE over IPSec トンネ
リングに使用されているルーティング エントリをこのウィンドウで削除
すると、そのルートはトンネルに使用できなくなります。

スタティック ルーティング

宛先ネットワーク

スタティック ルートはこのネットワークへのパスを提供します。

転送先

パケットが宛先ネットワークに到達するまでに経由する必要があるイン
ターフェイスまたは IP アドレスです。

オプション

このエリアには、ディスタンス メトリックが入力されているかどうか、
そしてルートが永続ルートとして指定されているかどうかが表示されま
す。
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実行する操作

目的 手順

スタティック ルートを
追加する。

[ 追加 ] をクリックし、[スタティック ルートの追加 ] 
ウィンドウでスタティック ルートを作成する。

スタティック ルートを
編集する。

スタティック ルートを選択して [ 編集 ] をクリック
する。[IP スタティック ルートの編集 ] ウィンドウ
でルート情報を編集する。

設定されているルートが Cisco CP でサポートされ
ていない場合、[ 編集 ] ボタンは無効になる。

スタティック ルートを
削除する。

スタティック ルートを選択して [ 削除 ] をクリック
する。[ 警告 ] ウィンドウで削除を確認する。

すべてのスタティック 
ルートを削除する。

[ すべて削除 ] をクリックする。[ 警告 ] ウィンドウで
削除を確認する。

注 • Cisco CP で以前に設定したスタティック ルート エントリでネクスト 
ホップ インターフェイスが「ヌル」インターフェイスになっている場
合、そのスタティック ルート エントリは読み取り専用になります。

 • Cisco CP で以前に設定したスタティック ルート エントリで「tag」ま
たは「name」オプションが使用されている場合、そのエントリは読み
取り専用になります。

 • Cisco 7000 ルータを設定する場合は、ネクスト ホップに使用するイン
ターフェイスがサポートされていなければ、そのルートは読み取り専
用になります。

 • 読み取り専用のエントリは、Cisco CP で編集または削除できません。

ダイナミック ルーティング

ウィンドウのこの部分では、RIP、OSPF、および EIGRP のダイナミック 
ルートを設定できます。
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項目名

ダイナミック ルートが設定されていない場合は、このカラムに [RIP、
OSPF、および EIGRP] というテキストが表示されます。1 つ以上のダイナ
ミック ルートが設定されている場合は、そのルーティング タイプのパラ
メータ名がこのカラムに表示されます。

ルーティング 
プロトコル 設定パラメータ

RIP RIP バージョン、ネットワーク、パッシブ インター
フェイス

OSPF プロセス ID
EIGRP AS 番号

項目値

ルーティング タイプが設定されている場合は、「有効」というテキストと
設定値がこのカラムに表示されます。ルーティング プロトコルが設定さ
れていない場合は、「無効」というテキストが表示されます。

実行する操作

目的 手順

RIP ルートを設定する。 [RIP] タブを選択して [ 編集 ] をク
リックする。[RIP ダイナミック 
ルート ] ウィンドウでルートを設定
する。

OSPF ルートを設定する。 [OSPF] タブを選択して [ 編集 ] をク
リックする。表示されたウィンド
ウでルートを設定する。

EIGRP ルートを設定する。 [EIGRP] タブを選択して [ 編集 ] を
クリックする。表示されたウィン
ドウでルートを設定する。
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IP スタティック ルートの追加 / 編集
IP スタティック ルートの追加 / 編集
このウィンドウでは、スタティック ルートを追加または編集します。

宛先ネットワーク

次のフィールドに、宛先ネットワークのアドレス情報を入力します。

プリフィックス

宛先ネットワークの IP アドレスを入力します。詳細については、「使用可
能なインターフェイス設定」を参照してください。

プリフィックス マスク

宛先アドレスのサブネット マスクを入力します。

このルートをデフォルト ルートにする

このルートをこのルータのデフォルト ルートにする場合に選択します。
デフォルト ルートは宛先不明のアウトバウンド パケットをすべてこの
ルートで転送します。

転送先

データを宛先ネットワークに転送する方法を指定します。

インターフェイス

パケットをリモート ネットワークに転送するルータのインターフェイス
を選択する場合にクリックします。

IP アドレス

パケットを受信してリモート ネットワークに転送するネクスト ホップ 
ルータの IP アドレスを入力する場合にクリックします。

オプション

必要に応じて、このルートのディスタンス メトリックを指定したり、こ
のルートを永続ルートとして指定したりできます。
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RIP ルートの追加 / 編集 
このルートのディスタンス メトリック

ルーティング テーブルに格納するディスタンス メトリック値を入力しま
す。有効な値の範囲は 1 ～ 255 です。

永続ルート

このスタティック ルートを永続ルートにする場合に選択します。永続
ルートは、インターフェイスがシャットダウンされても、ルータが次の
ルータと通信できなくなっても削除されません。

RIP ルートの追加 / 編集
このウィンドウでは、ルーティング インフォメーション プロトコル

（RIP）ルートを追加または編集します。

RIP バージョン

値は、RIP バージョン 1、RIP バージョン 2、デフォルトのいずれかになり
ます。ルータで実行されている Cisco IOS イメージでサポートされるバー
ジョンを選択します。[ バージョン 1] を選択すると、ルータはバージョン 
1 の RIP パケットを送受信できます。[ バージョン 2] を選択すると、ルー
タはバージョン 2 の RIP パケットを送受信できます。[ デフォルト ] を選択
すると、ルータはバージョン 1 の RIP パケットを送信したり、バージョン 
1 と 2 の RIP パケットを受信したりすることができます。

IP ネットワーク リスト

RIP を有効にするネットワークを入力します。ネットワークを追加するに
は [ 追加 ] をクリックします。リストからネットワークを削除するには [ 削
除 ] をクリックします。

使用可能なインターフェイスのリスト

このリストには、使用可能なインターフェイスが表示されます。
26-5
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 26 章     ルーティング       

OSPF ルートの追加 / 編集
インターフェイスをパッシブにする

インターフェイスからネイバーに更新を送信しない場合は、そのインター
フェイスの横にあるチェック ボックスを選択します。ただし、インター
フェイスによるルーティング更新の受信は可能です。

OSPF ルートの追加 / 編集
このウィンドウでは、Open Shortest Path First（OSPF）ルートを追加また
は編集します。

OSPF プロセス ID

このフィールドは、OSPF を初めて有効にする場合に編集できます。OSPF 
ルーティングを一度有効にすると、編集できなくなります。プロセス ID 
によって、このルータの OSPF ルーティング プロセスを他のルータのプロ
セスと区別できます。

IP ネットワーク リスト

ルートを作成するネットワークを入力します。ネットワークを追加するに
は [ 追加 ] をクリックします。リストからネットワークを削除するには [ 削
除 ] をクリックします。

ネットワーク

このルートの宛先ネットワークの IP アドレスです。詳細については、「使
用可能なインターフェイス設定」を参照してください。

マスク

指定したネットワークに対して使用するサブネット マスクです。

エリア

指定したネットワークの OSPF エリア番号です。特定の OSPF エリア内の
各ルータは、そのエリアのトポロジ データベースを保持しています。
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EIGRP ルートの追加 / 編集 
注 Cisco CP で、以前に設定した OSPF ルーティングに「area」コマンドが含
まれていることが検知された場合、その IP ネットワーク リスト テーブル
は読み取り専用になるため、編集できません。

使用可能なインターフェイスのリスト

このリストには、使用可能なインターフェイスが表示されます。

インターフェイスをパッシブにする

インターフェイスからネイバーに更新を送信しない場合は、そのインター
フェイスの横にあるチェック ボックスを選択します。ただし、インター
フェイスによるルーティング更新の受信は可能です。

追加

このボタンをクリックすると、[IP アドレス ] ウィンドウで IP アドレス、
ネットワーク マスク、およびエリア番号を指定できます。

編集

このボタンをクリックすると、[IP アドレス ] ウィンドウで IP アドレス、
ネットワーク マスク、またはエリア番号を編集できます。

EIGRP ルートの追加 / 編集
このウィンドウでは、拡張 IGRP（EIGRP）ルートを追加または削除しま
す。

AS 番号

AS 番号は、ルータの EIGRP ルーティング プロセスを他のルータのプロセ
スと区別するために使用されます。
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EIGRP ルートの追加 / 編集
IP ネットワーク リスト

ルートを作成するネットワークを入力します。ネットワークを追加するに
は [ 追加 ] をクリックします。リストからネットワークを削除するには [ 削
除 ] をクリックします。

使用可能なインターフェイスのリスト

このリストには、使用可能なインターフェイスが表示されます。

インターフェイスをパッシブにする

インターフェイスからネイバーに更新を送信しない場合は、そのインター
フェイスの横にあるチェック ボックスを選択します。これにより、イン
ターフェイスはルーティング更新を送受信できなくなります。

注意 インターフェイスをパッシブにすると、ルータ間の hello パケットの交換
が EIGRP によって抑制されるため、ルータのネイバー関係が失われます。
これにより、ルーティング更新の通知だけでなく受信も停止されます。

追加

ネットワーク リストに宛先ネットワークの IP アドレスを追加する場合に
クリックします。

削除

ネットワーク リストから IP アドレスを削除する場合は、IP アドレスを選
択してこのボタンをクリックします。
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ネットワーク アドレス変換

ネットワーク アドレス変換（NAT）は、スタティックなアドレス変換とダ
イナミックなアドレス変換の両方を実現することでアドレス指定機能を拡
張する堅牢なアドレス変換方式です。NAT を使用すると、正式な IP アド
レスを持たないホストがインターネットを介して別のホストと通信できま
す。そのようなホストは、プライベートアドレスを使用していることもあ
れば、別の組織に割り当てられたアドレスを使用していることもありま
す。いずれの場合も、NAT を使用すると、こうした本来インターネット上
では使用できないアドレスをそのまま使用して、インターネット上のホス
トと通信できます。

ネットワーク アドレス変換ウィザード
このウィザードを使用すると、ネットワーク アドレス変換（NAT）ルール
を作成できます。次のいずれかのウィザードを選択します。

 • 基本 NAT

ネットワークをインターネット（つまり外部）に接続する場合、また
ネットワークにホストが接続されているがサーバは接続されていない
場合は、基本 NAT ウィザードを選択します。[ 基本 NAT] を選択した
ときに、右側に表示されるサンプル図を確認してください。ネット
ワークがインターネットへのアクセスを必要とする PC のみで構成さ
れている場合は、[ 基本 NAT] を選択し、[ 起動 ] ボタンをクリックしま
す。

 • 拡張 NAT
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ネットワーク アドレス変換ウィザード
ネットワークをインターネット（つまり外部）に接続する場合、また
ネットワークにホストとサーバが接続されており、サーバは外部のホ
スト（インターネット上のホスト）にアクセスできなければならない
場合は、拡張 NAT ウィザードを選択します。[ 拡張 NAT] を選択した
ときに、右側に表示されるサンプル図を確認してください。ネット
ワークに電子メール サーバ、WEB サーバなど他のサーバが接続され
ており、それらにインターネットからの接続を許可するようにする場
合は、[ 拡張 NAT] を選択し、[ 起動 ] ボタンをクリックします。

注 サーバでインターネットからの接続が許可されないようにする場
合は、基本 NAT ウィザードを使用できます。

基本 NAT ウィザード：ようこそ

基本 NAT のようこそ画面には、ウィザードに従って 1 つ以上の LAN
（サーバは除く）をインターネットに接続するように NAT を設定する方法
が表示されます。

基本 NAT ウィザード：接続

インターフェイスの選択

ドロップダウン メニューから、インターネットに接続するインターフェ
イスを選択します。これは、ルータの WAN 側インターフェイスです。

ネットワークの選択

利用可能なネットワークのリストには、ルータに接続されているネット
ワークが表示されます。この NAT 設定で WAN インターフェイスを共有す
るネットワークを選択します。ネットワークを選択するには、利用可能な
ネットワークのリストでチェック ボックスを選択します。

注 この NAT 設定で設定する WAN インターフェイスに接続されているネット
ワークは選択しないでください。チェック ボックスを選択解除して、NAT 
設定からネットワークを削除してください。
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ネットワーク アドレス変換ウィザード 
リストには、ネットワークごとに次の情報が表示されます。

 • ネットワークに割り当てられている IP アドレス範囲

 • ネットワーク LAN インターフェイス

 • ネットワークについて入力されたコメント

NAT 設定からネットワークを削除する場合は、チェック ボックスを選択
解除します。

注 Cisco CP によって、WAN インターフェイスに対する NAT 設定と既存の 
VPN 設定間に競合が検出された場合は、[ 次へ ] をクリックした後に表示さ
れるダイアログ ボックスで通知されます。

要約

このウィンドウでは、作成した NAT 設定が表示され、その設定を保存す
ることもできます。要約は次のように表示されます。

Interface that is connected to the Internet or to your Internet 
service provider:

FastEthernet0/0

IP address ranges that share the Internet connection:
108.1.1.0 to 108.1.1.255
87.1.1.0 to 87.1.1.255
12.1.1.0 to 12.1.1.255
10.20.20.0 to 10.20.20.255

拡張 NAT ウィザードを使用している場合は、次の追加情報も表示される
可能性があります。

NAT rules for servers:
Translate 10.10.10.19 TCP port 6080 to IP address of interface 

FastEthernet0/0 TCP port 80
Translate 10.10.10.20 TCP port 25 to 194.23.8.1 TCP port 25

拡張 NAT ウィザード：ようこそ

拡張 NAT のようこそ画面には、ウィザードに従って、LAN とサーバをイ
ンターネットに接続するように NAT を設定する方法が表示されます。
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ネットワーク アドレス変換ウィザード
拡張 NAT ウィザード：接続

インターフェイスの選択

ドロップダウン メニューから、インターネットに接続するインターフェ
イスを選択します。これは、ルータの WAN 側インターフェイスです。

追加のパブリック IP アドレス

[ 追加 ] をクリックして、所有しているパブリック IP アドレスを入力しま
す。これによって、インターネットで利用可能にするネットワーク上の
サーバに、これらの IP アドレスを割り当てることができます。

リストから IP アドレスを削除するには、IP アドレスを選択し [ 削除 ] をク
リックします。

IP アドレスの追加

所有しているパブリック IP アドレスを入力します。これによって、イン
ターネットで利用可能にするネットワーク上のサーバに、これらの IP ア
ドレスを割り当てることができます。

拡張 NAT ウィザード：ネットワーク

ネットワークの選択

利用可能なネットワークのリストには、ルータに接続されているネット
ワークが表示されます。この NAT 設定で WAN インターフェイスを共有す
るネットワークを選択します。ネットワークを選択するには、利用可能な
ネットワークのリストでチェック ボックスを選択します。

注 この NAT 設定で設定する WAN インターフェイスに接続されているネット
ワークは選択しないでください。チェック ボックスを選択解除して、NAT 
設定からネットワークを削除してください。

リストには、ネットワークごとに次の情報が表示されます。

 • ネットワークに割り当てられている IP アドレス範囲
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ネットワーク アドレス変換ウィザード 
 • ネットワーク LAN インターフェイス

 • ネットワークについて入力されたコメント

NAT 設定からネットワークを削除する場合は、チェック ボックスを選択
解除します。

ルータに直接接続されていないネットワークをリストに追加するには、
[ ネットワークの追加 ] をクリックします。

注 NAT ルールを設定するネットワークの横にチェック マークを付けること
ができない場合は、ネットワークに関連付けられたインターフェイスが、
すでに NAT インターフェイスとして指定されています。このような状態
の場合は、[ コメント ] カラムに指定済みという文字が表示されます。そう
したインターフェイスに NAT ルールを設定する場合は、ウィザードを終
了して、[NAT 構成の編集 ] タブ、[NAT インターフェイスの指定 ] の順にク
リックして、インターフェイスの選択を解除します。その後、ウィザード
に戻って、NAT ルールを設定してください。

ネットワークの追加

拡張 NAT ウィザードで、利用可能なネットワークのリストにネットワー
クを追加できます。その場合は、ネットワーク IP アドレスとネットワー
ク マスクを所有している必要があります。詳細については、「IP アドレス
とサブネット マスク」を参照してください。

IP アドレス

ネットワーク IP アドレスを入力します。

サブネット マスク

このフィールドにネットワーク サブネット マスクを入力するか、右側の
スクロール フィールドからサブネット ビット数を選択します。サブネッ
ト マスクでは、IP アドレスのどのビットを使用してネットワーク アドレ
スとホスト アドレスを指定するかをルータに指示できます。
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ネットワーク アドレス変換ウィザード
拡張 NAT ウィザード：サーバ パブリック IP アドレス

このウィンドウでは、インターネットからアクセス可能にするために、パ
ブリック IP アドレスを内部サーバのプライベート IP アドレスに変換でき
ます。

リストには、変換先のプライベート IP アドレスとポート（使用されてい
る場合）、および変換先のパブリック IP アドレスとポート（使用されてい
る場合）が表示されます。

プライベート IP アドレスに基づいてリストを並べ替えるには、カラムの
先頭の [ プライベート IP アドレス ] をクリックします。パブリック IP アド
レスに基づいてリストを並べ替えるには、カラムの先頭の [ パブリック IP 
アドレス ] をクリックします。

追加ボタン

サーバの変換ルールを追加するには、[ 追加 ] をクリックします。

編集ボタン

サーバの変換ルールを編集するには、リストから編集する変換ルールを選
択し、[ 編集 ] をクリックします。

削除ボタン

変換ルールを削除するには、リストから削除する変換ルールを選択し、
[ 削除 ] をクリックします。

アドレス変換ルールの追加 / 編集

このウィンドウでは、サーバの IP アドレス変換情報を入力または編集で
きます。

プライベート IP アドレス

内部ネットワークでサーバが使用する IP アドレスを入力します。これは、
インターネットの外部で使用できない IP アドレスです。
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ネットワーク アドレス変換ウィザード 
パブリック IP アドレス

ドロップダウン メニューから、サーバのプライベート IP アドレスの変換
先のパブリック IP アドレスを選択します。ドロップダウン メニューに表
示される IP アドレスには、ルータ WAN インターフェイスの IP アドレス、
および接続ウィンドウで入力された、所有しているパブリック IP アドレ
スがあります（「拡張 NAT ウィザード：接続」を参照）。

サーバのタイプ

ドロップダウン メニューから、次のサーバのタイプのいずれかを選択し
ます。

 • Web サーバ

HTML などの WWW 指向のページに使用される HTTP ホスト。

 • 電子メール サーバ

電子メール送信に使用される SMTP サーバ。

 • その他

Web または電子メール サーバではないが、サービスを提供するために
ポート変換が必要なサーバ。これを選択すると、[ 変換後のポート ] 
フィールドと [ プロトコル ] ドロップダウン メニューが有効になりま
す。

サーバのタイプを選択しない場合は、サーバに対して選択するパブリック 
IP アドレスを宛先とするすべてのトラフィックがそのアドレスにルーティ
ングされ、ポート変換は実行されません。

元のポート

内部ネットワークからのサービス要求を受信するサーバによって使用され
るポート番号を入力します。

変換後のポート

インターネットからのサービス要求を受信するサーバによって使用される
ポート番号を入力します。
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ネットワーク アドレス変換ルール
プロトコル

元のポートまたは変換後のポートを持つサーバによって使用されるプロト
コルに対して、[TCP] または [UDP] を選択します。

拡張 NAT ウィザード：ACL の競合  
このウィンドウが表示される場合は、Cisco CP によって WAN インター
フェイス上の NAT 設定と既存の ACL 設定間に競合が検出されました。こ
の ACL は、ファイアウォール設定、VPN 設定、またはその他の機能の設
定の一部である可能性があります。

NAT 設定を修正して競合を削除することを選択するか、NAT 設定を修正
しないことを選択します。NAT 設定を修正しないことを選択すると、競合
によって、設定した他の機能の動作が停止する場合があります。

詳細の表示

[ 詳細の表示 ] ボタンをクリックして、提案された NAT 設定の修正内容を
確認し、競合を解決します。このボタンは、すべての機能の競合で表示さ
れるわけでありません。

詳細

このウィンドウには、同じインターフェイス上に設定された NAT と他の
機能間の競合を解決するために、Cisco CP で NAT 設定に対して加えられ
た変更が一覧表示されます。

ネットワーク アドレス変換ルール
[ ネットワーク アドレス変換ルール ] ウィンドウを使用すると、NAT ルー
ルの表示、アドレス プールの表示、変換タイムアウトの設定などができ
ます。また、各インターフェイスを内部インターフェイスまたは外部イン
ターフェイスとして指定できます。

NAT の詳細については、「NAT に関する詳細情報」を参照してください。
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ネットワーク アドレス変換ルール 
NAT インターフェイスの指定

インターフェイスを内部インターフェイスまたは外部インターフェイスと
して指定します。NAT で変換ルールが解釈されるときには、この内部 / 外
部の指定が参照されます。内部インターフェイスとは、ルータがサービス
を提供するプライベート ネットワークに接続するインターフェイスのこ
とです。外部インターフェイスは、WAN またはインターネットに接続し
ます。指定した内部 / 外部インターフェイスは、NAT ルール リストの上に
表示されます。

アドレス プール

このボタンをクリックすると、アドレス プールを設定または編集できま
す。アドレス プールは、ダイナミック アドレス変換で使用されます。
ルータは、アドレス プールから必要に応じてダイナミックにアドレスを
割り当てます。割り当てられたアドレスは、不要になるとプールに戻され
ます。

変換タイムアウト

ダイナミック NAT を設定すると、変換エントリにタイムアウト期間が設
定されます。タイムアウト期間を経過したエントリは期限切れとなり、変
換テーブルから削除されます。このボタンをクリックすると、NAT 変換エ
ントリのタイムアウト値およびその他の値を設定できます。

ネットワーク アドレス変換ルール

このエリアには、指定した内部 / 外部インターフェイスと設定した NAT 
ルールが表示されます。

内部インターフェイス

内部インターフェイスとは、ルータがサービスを提供するプライベート 
ネットワークに接続するインターフェイスのことです。内部インターフェ
イスの指定は、NAT 変換ルールを解釈するときに参照されます。インター
フェイスを内部インターフェイスとして指定するには、[NAT インター
フェイスの指定 ] をクリックします。
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ネットワーク アドレス変換ルール
外部インターフェイス

外部インターフェイスとは、WAN またはインターネットに接続するルー
タ インターフェイスのことです。外部インターフェイスの指定は、NAT 
変換ルールを解釈するときに参照されます。インターフェイスを外部イン
ターフェイスとして指定するには、[NAT インターフェイスの指定 ] をク
リックします。

元のアドレス

LAN 上で使用されるプライベート アドレスまたはアドレスのセットです。

変換後のアドレス

インターネットまたは外部ネットワークで使用される正式なアドレスまた
はアドレス範囲です。

ルール タイプ

ルールには、スタティック アドレス変換ルールとダイナミック アドレス
変換ルールがあります。

[ スタティック アドレス変換 ] を選択すると、プライベート アドレスを持
つホストからインターネットにアクセスしたり、逆にインターネットから
それらのホストにアクセスしたりできるようになります。スタティック 
アドレス変換は、1 つのプライベート IP アドレスを 1 つのパブリック アド
レス（グローバル アドレス）にスタティックにマッピングします。10 の
プライベート アドレスをスタティックに変換する場合は、アドレスごと
に個別のスタティック ルールを作成することになります。

[ ダイナミック アドレス変換 ]。NAT を使用したダイナミック アドレス変
換には 2 通りの方法があります。1 つは、複数のプライベート アドレスを 
1 つのパブリック アドレスとホスト セッションのポート番号の組み合わせ
にマッピングして、送信元ホストを識別する方法です。もう 1 つは、指定
されたアドレス プールを使用する方法です。このアドレス プールには、
パブリック アドレスが登録されます。プライベート アドレスを持つホス
トは、LAN の外部との通信を確立する際に、アドレス プールからパブ
リック アドレスを割り当てられます。ホストは、割り当てられたアドレ
スが不要になるとアドレス プールに戻します。
27-10
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 27 章     ネットワーク アドレス変換

ネットワーク アドレス変換ルール 
選択したエントリを追加時に複製する

既存のルールを基に新しいルールを作成するには、既存のルールを選択し
てこのチェック ボックスを選択します。[ 追加 ] をクリックすると、選択し
たルール内のアドレスが [アドレス変換ルールの追加] ウィンドウに表示さ
れます。これらのアドレスを編集して新しいルールに必要なアドレスを指
定してください。そうすれば、各フィールドにアドレス全体を入力しなく
て済みます。

実行する操作

目的 手順

内部インターフェイスまたは外部イ
ンターフェイスとして指定する。

ルータを NAT として機能させるに
は、内部インターフェイスと外部イ
ンターフェイスを少なくとも 1 つず
つ指定する必要がある。

[NAT インターフェイスの指定 ] をクリックして、[NAT 
インターフェイスの設定 ] ウィンドウで内部インター
フェイスまたは外部インターフェイスとして指定する。
[ インターフェイスと接続 ] ウィンドウでも、インター
フェイスを内部または外部として指定できる。

アドレス プールを追加、編集、ま
たは削除する。

ダイナミック ルールでは、アドレ
ス プールから必要に応じてアドレ
スを取得し、デバイスに割り当て
る。

[ アドレス プール ] をクリックし、ダイアログ ボックス
でアドレス プール情報を設定する。

変換タイムアウトを設定する。 [変換タイムアウト ] をクリックし、[変換タイムアウト ] 
ウィンドウでタイムアウトを設定する。

NAT ルールを追加する。 [追加 ] をクリックし、[アドレス変換ルールの追加 ] ウィ
ンドウで NAT ルールを作成する。

既存の NAT ルールを新しいルールのテンプレートとし
て使用するには、既存のルールを選択して、[ 選択した
エントリを追加時に複製する ]、[ 追加 ] の順にクリック
する。

NAT ルールを編集する。 編集する NAT ルールを選択して、[ 編集 ] をクリックし、
[アドレス変換ルールの編集] ウィンドウでルールを編集
する。
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ネットワーク アドレス変換ルール
注 [ ネットワーク アドレス変換ルール ] リストに、前に設定した NAT ルール
が読み取り専用で表示されることがあります。読み取り専用の NAT ルー
ルは編集できません。詳細については、ヘルプ トピック「Cisco CP で 
NAT ルールを編集できない原因」を参照してください。

NAT ルールを削除する。 削除する NAT ルールを選択して [ 削除 ] をクリックす
る。表示された [ 警告 ] ボックスで、ルールの削除を確
認する必要がある。

ルート マップを表示 / 編集する。

ルータ上に仮想プライベート ネッ
トワーク（VPN）接続を設定してい
る場合は、VPN のローカル IP アド
レスが NAT によって変換されない
ように保護する必要がある。VPN 
と NAT の両方を設定すると、Cisco 
Configuration Professional（Cisco 
CP）によって、VPN の IP アドレス
が変換されないように保護するルー
ト マップが作成される。さらに、
コマンドライン インターフェイス

（CLI）を使用してルート マップを
設定することもできる。設定した
ルート マップを表示したり、マッ
プが使用しているアクセス ルール
を編集したりできる。

[ ルート マップの表示 ] をクリックする。

関連する設定タスクの実行方法を調
べる。

次のいずれかの手順を参照する。

 • VPN に対して NAT パススルーを設定する方法

 • サポートされていないインターフェイスで NAT を
設定する方法 

 • ファイアウォールに対して NAT パススルーを設定
する方法 

目的 手順
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ネットワーク アドレス変換ルール 
NAT インターフェイスの指定

このウィンドウでは、NAT 変換で使用する内部インターフェイスと外部イ
ンターフェイスを指定します。NAT は、変換ルールを解釈するとき、イン
ターフェイスの内部 / 外部の指定を参照します。変換は内部から外部、ま
たは外部から内部に実行されるためです。

ここで指定したインターフェイスは、すべての NAT 変換ルールで使用さ
れます。指定したインターフェイスは、メインの [NAT] ウィンドウの [ 変
換ルール ] リストの上に表示されます。

インターフェイス

すべてのルータ インターフェイスは、このカラムに表示されます。

内部

このチェック ボックスを選択すると、インターフェイスが内部インター
フェイスとして指定されます。内部インターフェイスは通常、ルータが
サービスを提供する LAN に接続します。

外部

このチェック ボックスを選択すると、インターフェイスが外部インター
フェイスとして指定されます。外部インターフェイスは通常、組織の 
WAN またはインターネットに接続します。

変換タイムアウト設定

ダイナミック NAT 変換ルールを設定すると、変換エントリにタイムアウ
ト期間が設定されます。タイムアウト期間を経過したエントリは期限切れ
となり、変換テーブルから削除されます。このウィンドウでは、さまざま
な変換のタイムアウト値を設定します。

DNS タイムアウト

DNS サーバへの接続がタイムアウトになるまでの秒数を入力します。
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ネットワーク アドレス変換ルール
ICMP タイムアウト

インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）フローのタイムアウ
ト値（秒）を入力します。デフォルトは 60 秒です。

PPTP タイムアウト

NAT ポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP）フローのタ
イムアウト値（秒）を入力します。デフォルトは 86,400 秒（24 時間）で
す。

ダイナミック NAT タイムアウト

ダイナミック NAT 変換の 大存続期間（秒）を入力します。

NAT エントリの 大数

変換テーブル内の NAT エントリの 大数を入力します。

UDP フロー タイムアウト

ユーザ データグラム プロトコル（UDP）フローの変換の 大存続期間
（秒）を入力します。デフォルトは 300 秒（5 分）です。

TCP フロー タイムアウト

転送制御プロトコル（TCP）フローの変換の 大存続期間（秒）を入力し
ます。デフォルトは 86,400 秒（24 時間）です。

リセット ボタン

このボタンをクリックすると、変換とタイムアウトのパラメータがデフォ
ルト値にリセットされます。

ルート マップの編集

ルータ上に VPN と NAT の両方を設定すると、NAT により IP アドレスが
変換される場合に、通常なら IPSec ルールの基準が満たされるパケット
で、基準が満たされなくなります。その場合は、NAT 変換により、パケッ
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ネットワーク アドレス変換ルール 
トが暗号化されずに送信されることになります。Cisco CP では、ルート 
マップを作成することで、NAT により IP アドレスが変換されることなく
元の IP アドレスが保持されるようになります。

Cisco CP でルート マップが作成されるのは NAT の動作を制限するためで
すが、ルート マップはそれ以外の目的にも使用できます。CLI を使用して
作成したルート マップは、このウィンドウでも確認できます。

名前

このルート マップの名前です。

ルート マップ エントリ

このボックスには、ルート マップ エントリが表示されます。

名前

ルート マップ エントリの名前。

シーケンス番号

ルート マップのシーケンス番号。

アクション

Cisco CP によって作成されたルート マップには、「permit」キーワードが
設定されます。このフィールドに deny が設定されている場合、そのルー
ト マップは CLI を使用して作成されたものです。

アクセス リスト

このルート マップが適用されるトラフィックを指定するアクセス リスト。

ルート マップ エントリを編集するには

エントリを選択し、[ 編集 ] をクリックして、[ ルート マップ エントリの編
集 ] ウィンドウ内のエントリを編集します。

ルート マップ エントリの編集

このウィンドウでは、ルート マップ エントリに指定したアクセス リスト
を編集します。
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名前

ルート マップ エントリの名前が表示される読み取り専用フィールド。

シーケンス番号

ルート マップのシーケンス番号が表示される読み取り専用フィールド。
Cisco CP では、ルート マップの作成時に、マップに自動的にシーケンス番
号が割り当てられます。

アクション

permit または deny のどちらかを入力します。Cisco CP によって作成され
たルート マップには、「permit」キーワードが設定されます。このフィー
ルドに deny が設定されている場合、そのルート マップは CLI を使用して
作成されたものです。

アクセス リスト

このエリアには、このエントリに関連付けられたアクセス リストが表示
されます。ルート マップでは、これらのアクセス リストを使用して、
NAT 変換の対象から除外するトラフィックが決定されます。

ルート マップ エントリ内のアクセス リストを編集するには

アクセス リストを選択して [ 編集 ] をクリックします。表示されたウィン
ドウで、アクセス リストを編集します。

アドレス プール

[ アドレス プール ] ウィンドウには、ダイナミック NAT 変換に使用される
設定済みのアドレス プールが表示されます。

プール名

このフィールドには、アドレス プールの名前が表示されます。ダイナ
ミック NAT ルールを設定する際には、この名前を使用してプールを参照
します。
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アドレス

このフィールドには、プール内の IP アドレスの範囲が表示されます。[ ア
ドレス変換ルールの追加 ] ウィンドウに指定されたアクセス ルールに一致
する IP アドレスを持つデバイスに、このプールからプライベート IP アド
レスが与えられます。

実行する操作

目的 手順

ルータの設定にアドレス プールを
追加する。

[ 追加 ] をクリックし、[ アドレス プールの追加 ] ウィン
ドウでプールを設定する。

既存のプールを新しいプールのテンプレートとして使
用するには、既存のプールを選択して、[ 選択したエン
トリを追加時に複製する ]、[ 追加 ] の順にクリックする。

既存のアドレス プールを編集する。 プール エントリを選択し、[ 編集 ] をクリックして、[ ア
ドレス プールの編集 ] ウィンドウでプール設定を編集す
る。

アドレス プールを削除する。 プール エントリを選択し、[ 削除 ] をクリックして、[ 警
告 ] ボックスで削除を確認する。

注 以前に設定した NAT アドレス プールで "type" キーワードが使用されてい
る場合、そのアドレス プールは読み取り専用となるため、編集できませ
ん。

アドレス プールの追加 / 編集

このウィンドウでは、ダイナミック アドレス変換に使用するアドレス 
プール、ポート アドレス変換（PAT）用のアドレス、TCP 負荷分散ロータ
リー プールを指定します。

プール名

アドレス プールの名前を入力します。
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ポート アドレス変換（PAT）

プール内のほとんどのアドレスが割り当てられ、IP アドレス プールがほ
ぼ空の状態になることがあります。このような状態になった場合は、単一
の IP アドレスに PAT を使用することで、さらなる IP アドレスの割り当て
要求に応えることができます。アドレス プールがほぼ空の状態になった
ときに、ルータで PAT が使用されるようにする場合は、このチェック 
ボックスを選択します。

IP アドレス

IP アドレス範囲内の も小さいアドレスを左側のフィールドに、 も大き
なアドレスを右側のフィールドにそれぞれ入力します。詳細については、

「使用可能なインターフェイス設定」を参照してください。

ネットワーク マスク

サブネット マスクまたはネットワーク ビット数を入力します。これによ
り、IP アドレスのネットワーク部分のビット数が決まります。

スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部か
ら外部へ

このヘルプ トピックは、[ スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集 ] 
ウィンドウで、[ 内部から外部へ ] を選択した場合に参照してください。

このウィンドウでは、スタティックなアドレス変換ルールを追加または編
集します。ルール タイプ（スタティックまたはダイナミック）と方向は
編集不可になっています。これらの設定を変更する必要がある場合は、
ルールをいったん削除し、必要な設定で再作成してください。

NAT を使用したスタティック アドレス変換には、シンプルなスタティッ
ク変換と拡張スタティック変換の 2 つのタイプがあります。

注 VPN 上のデバイスのアドレスを変換する NAT ルールを作成すると、Cisco 
CP では、それらのアドレスを NAT によるアドレス変換の対象から除外す
るルート マップを作成してよいかどうかを確認するメッセージ ボックス
が表示されます。VPN 上のデバイスのアドレスを NAT で変換することを
許可すると、変換後のアドレスが IPSec ポリシーで使用される IPSec ルー
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ルに合致しなくなるため、トラフィックが暗号化されずに送信されること
になります。Cisco CP によって作成されたルートマップ、または CLI を使
用して作成したルート マップを表示するには、[NAT] ウィンドウの [ ルー
ト マップの表示 ] ボタンをクリックします。

方向

このヘルプ トピックでは、[ 内部から外部へ ] を選択したときの [ アドレス
変換ルールの追加 ] フィールドの使用方法について説明します。

内部から外部へ

LAN 上のプライベート アドレスからインターネット上または社内イント
ラネット上の正式アドレスに変換する場合は、このオプションを選択しま
す。インターネット全体で一意ではないプライベート アドレスを LAN 上
で使用する場合にも、このオプションを選択してください。

変換元インターフェイス

このエリアには、アドレス変換を必要とするパケットがルータに到達する
際のインターフェイスが表示されます。単一ホストの IP アドレス、また
は単一ネットワーク上の一連のホストを表すネットワーク アドレスとサ
ブネット マスクの組み合わせを指定するフィールドが用意されています。

内部インターフェイス

方向として [ 内部から外部へ ] を選択した場合、指定された内部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。

注 このエリアにインターフェイス名が 1 つも表示されない場合は、[ アドレ
ス変換ルールの追加 ] ウィンドウを閉じて、[NAT] ウィンドウの [NAT イン
ターフェイスの指定 ] をクリックし、ルータ インターフェイスを内部また
は外部として指定します。その後、このウィンドウに戻って、NAT ルール
を設定してください。

IP アドレス

次のどちらかを入力します。
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 • 単一ホストのアドレスと変換後のアドレス（内部グローバル アドレス
と呼ばれる）との 1 対 1 のスタティックなマッピングを作成するには、
そのホストの IP アドレスを入力します。[ ネットワーク マスク ] フィー
ルドにサブネット マスクを入力することはできません。

 • サブネット内のプライベート アドレスと対応する内部グローバル アド
レスの n 対 n のマッピングを作成する場合は、変換対象アドレスが属
するサブネット内の任意の有効なアドレスを入力し、隣のフィールド
にネットワーク マスクを入力します。

ネットワーク マスク

1 つのサブネット内のアドレスをすべて変換対象にするには、そのサブ
ネットのマスクを入力します。Cisco CP は、指定された IP アドレスとサ
ブネット マスクから、ネットワークとサブネット番号、および変換を必
要とする一連のアドレスを決定します。

変換先インターフェイス

このエリアには、変換後のアドレスを持つパケットをルータから外部に送
出するインターフェイスが表示されます。変換後のアドレスとその他の情
報を指定するフィールドも用意されています。

外部インターフェイス

方向として [ 内部から外部へ ] を選択した場合、指定された外部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。

タイプ

 • [IP アドレス ] フィールドで定義されたアドレスに変換する場合は、[IP 
アドレス ] を選択します。

 • 変換元アドレスにルータのインターフェイスのアドレスを使用する場
合は、[ インターフェイス ] を選択します。変換元アドレスが、[ イン
ターフェイス ] フィールドで指定したインターフェイスに割り当てら
れている IP アドレスに変換されます。

インターフェイス

このフィールドは、[ タイプ ] フィールドで [ インターフェイス ] が選択され
ている場合に有効になります。このフィールドには、ルータのインター
フェイスが表示されます。ローカル内部アドレスの変換先 IP アドレスを
持つインターフェイスを選択します。
27-20
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 27 章     ネットワーク アドレス変換

ネットワーク アドレス変換ルール 
注 [ タイプ ] フィールドで [ インターフェイス ] を選択した場合は、TCP/IP 
ポートをリダイレクトする変換のみがサポートされます。[ リダイレクト 
ポート ] チェック ボックスは自動的に選択されます。この選択を解除する
ことはできません。

IP アドレス

このフィールドは、[ タイプ ] フィールドで [IP アドレス ] を選択した場合に
有効になります。次のどちらかを入力します。

 • 単一の内部ローカル アドレスと単一の内部グローバル アドレスとの 1 
対 1 のマッピングを作成する場合は、内部グローバル アドレスをこの
フィールドに入力します。

 • サブネット内の内部ローカル アドレスと対応する内部グローバル アド
レスのマッピングを作成する場合は、変換に使用する任意の IP アドレ
スをこのフィールドに入力します。残りの内部グローバル アドレス
は、[ 変換元インターフェイス ] エリアに入力したネットワーク マスク
を使用して計算されます。

注 [変換元インターフェイス ] エリアにネットワーク マスクを入力
していない場合は、1 つの IP アドレスだけが変換されます。

リダイレクト ポート

変換結果に内部デバイスのポート情報を含める場合は、このチェック 
ボックスを選択します。これにより、各デバイスに指定されるポートが異
なる限り、複数のデバイスに同じパブリック IP アドレスを使用できます。
この「変換先」アドレスのポート マッピングごとに、エントリを作成す
る必要があります。

TCP ポート番号の場合は [TCP] を、UDP ポート番号の場合は [UDP] をク
リックします。

[ 元のポート ] フィールドで、内部デバイスのポート番号を入力します。

[ 変換後のポート ] フィールドで、ルータがこの変換に使用するポート番号
を入力します。
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設定のシナリオ 

このウィンドウの各フィールドの使用方法の例については、「スタティッ
ク アドレス変換のシナリオ」を参照してください。

スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集：外部か
ら内部へ

このヘルプ トピックは、[ スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集 ] 
ウィンドウで、[ 外部から内部へ ] を選択した場合に参照してください。

このウィンドウでは、スタティックなアドレス変換ルールを追加または編
集します。ルール タイプ（スタティックまたはダイナミック）と方向は
編集不可になっています。これらの設定を変更する必要がある場合は、
ルールをいったん削除し、必要な設定で再作成してください。

NAT を使用したスタティック アドレス変換には、シンプルなスタティッ
ク変換と拡張スタティック変換の 2 つのタイプがあります。

注 VPN 上のデバイスのアドレスを変換する NAT ルールを作成すると、Cisco 
CP では、それらのアドレスを NAT によるアドレス変換の対象から除外す
るルート マップを作成してよいかどうかを確認するメッセージ ボックス
が表示されます。VPN 上のデバイスのアドレスを NAT で変換することを
許可すると、変換後のアドレスが IPSec ポリシーで使用される IPSec ルー
ルに合致しなくなるため、トラフィックが暗号化されずに送信されること
になります。Cisco CP によって作成されたルートマップ、または CLI を使
用して作成したルート マップを表示するには、[NAT] ウィンドウの [ ルー
ト マップの表示 ] ボタンをクリックします。

方向

このルールのトラフィックの方向を選択します。
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外部から内部へ

インバウンド アドレスを LAN 上で有効なアドレスに変換する場合は、こ
のオプションを選択します。たとえば、複数のネットワークを併合すると
き、インバウンド アドレスのセットとルータに接続された LAN 上の既存
アドレスのセットの互換を保つ必要がある場合に使用します。

このヘルプ トピックでは、[ 外部から内部へ ] を選択したときの各フィール
ドの使用方法について説明します。

変換元インターフェイス

このエリアには、アドレス変換を必要とするパケットがルータに到達する
際のインターフェイスが表示されます。単一ホストの IP アドレス、また
は単一ネットワーク上の一連のホストを表すネットワーク アドレスとサ
ブネット マスクの組み合わせを指定するフィールドが用意されています。

外部インターフェイス

方向として [ 外部から内部へ ] を選択した場合、指定された外部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。

注 このエリアにインターフェイス名が 1 つも表示されない場合は、[ アドレ
ス変換ルールの追加 ] ウィンドウを閉じて、[NAT] ウィンドウの [NAT イン
ターフェイスの指定 ] をクリックし、ルータ インターフェイスを内部また
は外部として指定します。その後、このウィンドウに戻って、NAT ルール
を設定してください。

IP アドレス

次のどちらかを入力します。

 • 単一リモート ホストの外部グローバル アドレスと変換後のアドレス
（外部ローカル アドレスと呼ばれる）との 1 対 1 のスタティックな
マッピングを作成する場合は、そのリモート ホストの IP アドレスを
入力します。

 • リモート サブネット内のアドレスと対応する外部ローカル アドレスの 
n 対 n のマッピングを作成する場合は、変換対象アドレスが属するサ
ブネット内の任意の有効なアドレスを入力し、隣のフィールドにネッ
トワーク マスクを入力します。
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ネットワーク マスク

1 つのリモート サブネット内のアドレスをすべて変換対象にするには、そ
のサブネットのマスクを入力します。Cisco CP は、指定された IP アドレ
スとサブネット マスクから、ネットワークとサブネット番号、および変
換を必要とする一連のアドレスを決定します。

変換先インターフェイス

このエリアには、変換後のアドレスを持つパケットをルータから外部に送
出するインターフェイスが表示されます。変換後のアドレスとその他の情
報を指定するフィールドも用意されています。

内部インターフェイス 
方向として [ 外部から内部へ ] を選択した場合、指定された内部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。

IP アドレス

次のどちらかを入力します。

 • 単一の外部グローバル アドレスと単一の外部ローカル アドレスとの 1 
対 1 のマッピングを作成する場合は、外部ローカル アドレスをこの
フィールドに入力します。

 • リモート サブネットの外部グローバル アドレスと対応する外部ローカ
ル アドレスのマッピングを作成する場合は、変換に使用する任意の IP 
アドレスをこのフィールドに入力します。残りの外部ローカル アドレ
スは、[ 変換元インターフェイス ] エリアに入力したネットワーク マス
クを使用して計算されます。

注 [変換元インターフェイス ] エリアにネットワーク マスクを入力
していない場合は、1 つの IP アドレスだけが変換されます。

リダイレクト ポート

変換結果に外部デバイスのポート情報を含める場合は、このチェック 
ボックスを選択します。これにより、拡張スタティック変換を使用して、
複数のデバイスに同じパブリック IP アドレスを使用できます。ただし、
各デバイスに指定されるポートが異なることが前提になります。
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TCP ポート番号の場合は [TCP] を、UDP ポート番号の場合は [UDP] をク
リックします。

[ 元のポート ] フィールドで、外部デバイスのポート番号を入力します。

[ 変換後のポート ] フィールドで、ルータでこの変換に使用されるポート番
号を入力します。

設定のシナリオ

このウィンドウの各フィールドの使用方法の例については、「スタティッ
ク アドレス変換のシナリオ」を参照してください。

ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部か
ら外部へ

このヘルプ トピックは、[ ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集 ] 
ウィンドウで、[ 内部から外部へ ] を選択した場合に参照してください。

このウィンドウでは、アドレス変換ルールを追加または編集します。ルー
ル タイプ（スタティックまたはダイナミック）と方向は編集不可になっ
ています。これらの設定を変更する必要がある場合は、ルールをいったん
削除し、必要な設定で再作成してください。

ダイナミック アドレス変換ルールは、宛先ネットワーク全体で一意なア
ドレスが格納されたプールから、ホストにアドレスをダイナミックにマッ
ピングします。このアドレス プールは、アドレス範囲を指定し、その範
囲に一意な名前を付けることで定義されます。設定済みのルータは、この
プール内でまだ割り当てられていないアドレス（スタティックな変換また
はルータ自体の WAN IP アドレスに使用されていないアドレス）を使用し
て、インターネットまたはその他の外部ネットワークに接続します。不要
になったアドレスはアドレス プールに戻され、他のデバイスへのダイナ
ミックな割り当てに使用できるようになります。

注 VPN 上のデバイスのアドレスを変換する NAT ルールを作成すると、Cisco 
CP では、それらのアドレスを NAT によるアドレス変換の対象から除外す
るルート マップを作成してよいかどうかを確認するメッセージ ボックス
が表示されます。VPN 上のデバイスのアドレスを NAT で変換することを
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ネットワーク アドレス変換ルール
許可すると、変換後のアドレスが IPSec ポリシーで使用される IPSec ルー
ルに合致しなくなるため、トラフィックが暗号化されずに送信されること
になります。

方向

このルールのトラフィックの方向を選択します。

内部から外部へ

LAN 上のプライベート アドレスからインターネット上または社内イント
ラネット上の正式な（ネットワーク全体で一意な）アドレスに変換する場
合は、このオプションを選択します。

このヘルプ トピックでは、[ 内部から外部へ ] を選択したときの各フィール
ドの使用方法について説明します。

変換元インターフェイス

このエリアには、アドレス変換を必要とするパケットがルータに到達する
際のインターフェイスが表示されます。単一ホストの IP アドレス、また
は単一ネットワーク上の一連のホストを表すネットワーク アドレスとサ
ブネット マスクの組み合わせを指定するフィールドが用意されています。

内部インターフェイス

方向として [ 内部から外部へ ] を選択した場合、指定された内部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。

注 このエリアにインターフェイス名が 1 つも表示されない場合は、[ アドレ
ス変換ルールの追加 ] ウィンドウを閉じて、[NAT] ウィンドウの [NAT イン
ターフェイスの指定 ] をクリックし、ルータ インターフェイスを内部また
は外部として指定します。その後、このウィンドウに戻って、NAT ルール
を設定してください。

アクセス ルール

ダイナミック NAT 変換ルールでは、アクセス ルールを使用して、変換を
必要とするアドレスを指定します。[ 内部から外部へ ] を選択すると、内部
ローカル アドレスが変換を必要とするアドレスになります。変換するア
ドレスを定義するアクセス ルールの名前または番号を入力してください。
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ネットワーク アドレス変換ルール 
アクセス ルールの名前または番号が分からない場合は、[...] ボタンをク
リックして既存のアクセス ルールを選択するか、新しいアクセス ルール
を作成して選択します。

変換先インターフェイス

このエリアには、変換後のアドレスを持つパケットをルータから外部に送
出するインターフェイスが表示されます。変換後のアドレスを指定するた
めのフィールドも用意されています。

外部インターフェイス

方向として [ 内部から外部へ ] を選択した場合、指定された外部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。

タイプ

変換元アドレスにルータのインターフェイスのアドレスを使用する場合
は、[ インターフェイス ] を選択します。変換元アドレスは、[ インター
フェイス ] フィールドに指定したアドレスに変換され、同一ネットワーク
上の各ホストを識別するために PAT が使用されます。設定済みのアドレス 
プール内に定義されたアドレスに変換する場合は、[ アドレス プール ] を選
択します。

インターフェイス

[ タイプ ] フィールドで [ インターフェイス ] を選択した場合は、このフィー
ルドに、ルータ上のインターフェイスが表示されます。ローカル内部アド
レスの変換先 IP アドレスを持つインターフェイスを選択します。ネット
ワーク上の各ホストは、PAT を使用して識別されます。

アドレス プール

[ タイプ ] フィールドで [ アドレス プール ] を選択した場合は、設定済みア
ドレス プールの名前をこのフィールドに入力するか、[ アドレス プール ] 
をクリックしてアドレス プールを選択または作成します。

設定のシナリオ 

このウィンドウの各フィールドの使用方法の例については、「ダイナミッ
ク アドレス変換のシナリオ」を参照してください。
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ネットワーク アドレス変換ルール
ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集：外部か
ら内部へ

このヘルプ トピックは、[ ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集 ] 
ウィンドウで、[ 外部から内部へ ] を選択した場合に参照してください。

このウィンドウでは、アドレス変換ルールを追加または編集します。ルー
ル タイプ（スタティックまたはダイナミック）と方向は編集不可になっ
ています。これらの設定を変更する必要がある場合は、ルールをいったん
削除し、必要な設定で再作成してください。

ダイナミック アドレス変換ルールは、宛先ネットワーク全体で一意なア
ドレスが格納されたプールから、ホストにアドレスをダイナミックにマッ
ピングします。このアドレス プールは、アドレス範囲を指定し、その範
囲に一意な名前を付けることで定義されます。設定済みのルータは、この
プール内でまだ割り当てられていないアドレス（スタティックな変換また
はルータ自体の WAN IP アドレスに使用されていないアドレス）を使用し
て、インターネットまたはその他の外部ネットワークに接続します。不要
になったアドレスはアドレス プールに戻され、他のデバイスへのダイナ
ミックな割り当てに使用できるようになります。

注 VPN 上のデバイスのアドレスを変換する NAT ルールを作成すると、Cisco 
CP では、それらのアドレスを NAT によるアドレス変換の対象から除外す
るルート マップを作成してよいかどうかを確認するメッセージ ボックス
が表示されます。VPN 上のデバイスのアドレスを NAT で変換することを
許可すると、変換後のアドレスが IPSec ポリシーで使用される IPSec ルー
ルに合致しなくなるため、トラフィックが暗号化されずに送信されること
になります。

方向

このルールのトラフィックの方向を選択します。

外部から内部へ

インバウンド アドレスを LAN 上で有効なアドレスに変換する場合は、こ
のオプションを選択します。たとえば、複数のネットワークを併合すると
き、インバウンド アドレスのセットとルータに接続された LAN 上の既存
アドレスのセットの互換を保つ必要がある場合に使用します。
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ネットワーク アドレス変換ルール 
このヘルプ トピックでは、[ 外部から内部へ ] を選択したときの各フィール
ドの使用方法について説明します。

変換元インターフェイス

このエリアには、アドレス変換を必要とするパケットがルータに到達する
際のインターフェイスが表示されます。単一ホストの IP アドレス、また
は単一ネットワーク上の一連のホストを表すネットワーク アドレスとサ
ブネット マスクの組み合わせを指定するフィールドが用意されています。

外部インターフェイス

方向として [ 外部から内部へ ] を選択した場合、指定された外部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。

注 このエリアにインターフェイス名が 1 つも表示されない場合は、[ アドレ
ス変換ルールの追加 ] ウィンドウを閉じて、[NAT] ウィンドウの [NAT イン
ターフェイスの指定 ] をクリックし、ルータ インターフェイスを内部また
は外部として指定します。その後、このウィンドウに戻って、NAT ルール
を設定してください。

アクセス ルール

ダイナミック NAT 変換ルールでは、アクセス ルールを使用して、変換を
必要とするアドレスを指定します。[ 外部から内部へ ] を選択すると、外部
グローバル アドレスが変換を必要とするアドレスになります。変換する
アドレスを定義するアクセス ルールの名前または番号を入力してくださ
い。アクセス ルールの名前または番号が分からない場合は、[...] ボタンを
クリックして既存のアクセス ルールを選択するか、新しいアクセス ルー
ルを作成して選択します。

変換先インターフェイス

このエリアには、変換後のアドレスを持つパケットをルータから外部に送
出するインターフェイスが表示されます。変換後のアドレスを指定するた
めのフィールドも用意されています。

内部インターフェイス

方向として [ 外部から内部へ ] を選択した場合、指定された内部インター
フェイスがこのエリアに表示されます。
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その他の手順
タイプ

変換元アドレスにルータのインターフェイスのアドレスを使用する場合
は、[ インターフェイス ] を選択します。変換元アドレスは、[ インター
フェイス ] フィールドに指定したアドレスに変換され、同一ネットワーク
上の各ホストを識別するために PAT が使用されます。設定済みのアドレス 
プール内に定義されたアドレスに変換する場合は、[ アドレス プール ] を選
択します。

インターフェイス

[ タイプ ] フィールドで [ インターフェイス ] を選択した場合は、このフィー
ルドに、ルータ上のインターフェイスが表示されます。ローカル内部アド
レスの変換先 IP アドレスを持つインターフェイスを選択します。ネット
ワーク上の各ホストは、PAT を使用して識別されます。

アドレス プール

[ タイプ ] フィールドで [ アドレス プール ] を選択した場合は、設定済みア
ドレス プールの名前をこのフィールドに入力するか、[ アドレス プール ] 
をクリックしてアドレス プールを選択または作成します。

設定のシナリオ 

このウィンドウの各フィールドの使用方法の例については、「ダイナミッ
ク アドレス変換のシナリオ」を参照してください。

その他の手順
ここでは、ウィザードで設定できないタスクの手順を示します。

外部から内部へのアドレス変換を設定する方法

NAT ウィザードでは、ネットワーク アドレス変換（NAT）ルールを設定
して、アドレスを内部から外部に変換します。NAT ルールを設定して、ア
ドレスを外部から内部に変換するには、次のセクションのいずれかの指示
に従ってください。

 • ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部から外部へ

 • スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部から外部へ
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その他の手順
1 つの LAN と複数の WAN を持つ NAT を設定する方法

NAT ウィザードでは、ルータの 1 つの LAN インターフェイスと 1 つの 
WAN インターフェイス間のネットワーク アドレス変換（NAT）ルールを
設定できます。ルータの 1 つの LAN インターフェイスと複数の WAN イン
ターフェイス間の NAT ルールを設定する場合は、 初に NAT ウィザード
を使用して、ルータの LAN インターフェイスと 1 つの WAN インターフェ
イス間のアドレス変換ルールを設定します。続いて、次のセクションのい
ずれかの指示に従います。

 • スタティック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部から外部へ

 • ダイナミック アドレス変換ルールの追加 / 編集：内部から外部へ

次のセクションのいずれかの指示に従って、新しいアドレス変換ルールを
追加するたびに、同じ LAN インターフェイスと新しい WAN インターフェ
イスを選択します。アドレス変換ルールを使用して設定するすべての 
WAN に対して、この手順を繰り返します。
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その他の手順
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Cisco IOS IPS

Cisco IOS 侵入防止システム（Cisco IOS IPS）では、リリース 12.3(8)T4 以
降の Cisco IOS を使用するルータで侵入防止を管理できます。Cisco IOS 
IPS を使用すると、トラフィックを既知の脅威のシグニチャと比較し、脅
威が検出されたときにトラフィックをブロックすることによって、侵入を
監視および防止できます。

Cisco CP を使用すると、インターフェイスで Cisco IOS IPS のアプリケー
ションを制御し、Cisco.com からシグニチャ定義ファイル（SDF）をイン
ポートして編集することができます。また、脅威が検出され場合に Cisco 
IOS IPS で実行されるアクションを設定できます。

IPS のタブ

IPS のウィンドウ上部にあるタブを使用して、作業領域に移動します。

 • [IPS の作成 ] ― IPS ルール ウィザードに移動して新しい Cisco IOS IPS 
ルールを作成する場合にクリックします。

 • [IPS の編集 ] ― Cisco IOS IPS ルールを編集して、インターフェイスに
適用したり、インターフェイスから削除したりする場合にクリックし
ます。

 • [ セキュリティ ダッシュボード ] ― 高脅威テーブルを表示し、その脅威
に関連付けられているシグニチャを展開する場合にクリックします。

 • [IPS 移行 ] ― ルータでリリース 12.4(11)T 以降の Cisco IOS イメージが
実行されている場合は、それより前のバージョンの Cisco IOS を使用
して作成された Cisco IOS IPS 設定を移行できます。
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IPS の作成
IPS ルール

Cisco IOS IPS ルールでは、インターフェイス、Cisco IOS IPS で検査される
トラフィックのタイプと方向、およびルータで使用されるシグニチャ定義
ファイル（SDF）の保存場所を指定します。

IPS の作成
このウィンドウでは、IPS ルール ウィザードを起動できます。

IPS ルール ウィザードでは、次の情報の入力を要求されます。

 • ルールを適用するインターフェイス

 • Cisco IOS IPS を適用するトラフィック（インバウンド、アウトバウン
ド、またはその両方）

 • シグニチャ定義ファイル（SDF）の保存場所

Cisco IOS 12.4(11) 以降のイメージでは、次の情報の入力も要求されます。

 • IOS IPS の設定に対する変更内容が含まれるファイルの保存場所。こ
のタイプの情報が格納されるファイルは、デルタ ファイルと呼ばれま
す。

 • デルタ ファイル内の情報へのアクセスに使用するパブリック キー。

 • シグニチャのカテゴリ。128MB 未満のフラッシュ メモリを持つルー
タには、basic シグニチャ カテゴリが適切です。128MB 以上のフラッ
シュ メモリを持つルータには、advanced シグニチャ カテゴリが適切
です。

ユース ケース シナリオとして、Cisco IOS IPS ルールが使用されている設
定が示されます。Cisco IOS IPS ルールを作成し、設定をルータに配信した
後、[IPS の編集 ] タブをクリックしてルールを変更できます。

Cisco IOS IPS の詳細については、次のリンクのドキュメントを参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6634/prod_white_papers_list.html

開始するには [IPS ルール ウィザードを起動 ] ボタンをクリックします。
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IPS の作成 
IPS の作成：ようこそ

このウィンドウには、IPS ルール ウィザードを完了したときに実行するタ
スクの要約が表示されます。

Cisco IOS IPS ルールの設定を開始するには、[ 次へ ] をクリックします。

IPS の作成：インターフェイスの選択

Cisco IOS IPS ルールをインバウンドとアウトバウンドどちらのトラフィッ
クに適用するかを指定して、そのルールを適用するインターフェイスを選
択します。インバウンドとアウトバウンド両方のボックスをチェックした
場合、このルールは両方向のトラフィックに適用されます。

次に例を示します。次の設定で Cisco IOS IPS が適用されるのは、BRI 0 イ
ンターフェイスのインバウンド トラフィックと、FastEthernet 0 インター
フェイスのインバウンドとアウトバウンド両方のトラフィックです。

インターフェイス名 インバウンド アウトバウンド

BRI 0 チェック ―

FastEthernet 0 チェック チェック

IPS の作成：SDF の場所

Cisco IOS IPS では、トラフィックをシグニチャ定義ファイル（SDF）で定
義されたシグニチャと比較して検査します。SDF は、ルータのフラッシュ 
メモリ、またはルータからアクセスできるリモート システムにあります。
SDF の場所は複数指定できます。これによって、ルータが 初の場所にア
クセスできない場合は、SDF を取得するまで他の場所へのアクセスを試行
できます。

ルータが SDF を取得するためにアクセスを試行する SDF の場所のリスト
を追加、削除、および整理するには、[ 追加 ]、[ 削除 ]、[ 上へ移動 ]、および 
[ 下へ移動 ] ボタンを使用します。ルータはまずリストの 1 つめのエントリ
にアクセスし、その後は SDF を取得するまで、リスト内のエントリに順
次アクセスします。
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Cisco IOS IPS をサポートする Cisco IOS イメージには、ビルトイン シグニ
チャが含まれています。ウィンドウ下部のボックスをチェックした場合、
ルータがビルトイン シグニチャを使用するのは、リスト内の他の場所で 
SDF ファイルを取得できない場合に限られます。

IPS の作成：シグニチャ ファイル

Cisco IOS IPS シグニチャ ファイルには、Cisco.com 上のファイルに対する
各アップデートに存在するデフォルトのシグニチャ情報が含まれます。こ
の設定に対する変更はすべて、デルタ ファイルに保存されます。セキュ
リティ上の理由から、デルタ ファイルにはデジタル署名が必要です。こ
のウィンドウでは、シグニチャ ファイルの場所を指定し、デルタ ファイ
ルの署名に使用するパブリック キーの名前とテキストを入力します。

このヘルプ トピックでは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されて
いる場合に表示される [ シグニチャ ファイル ] ウィンドウについて説明し
ます。

IOS IPS で使用するシグニチャ ファイルを指定します 

シグニチャ ファイルがすでに PC、ルータのフラッシュ メモリ、またはリ
モート システム上に存在する場合は、[IOS IPS で使用するシグニチャ 
ファイルを指定します ] をクリックすると、シグニチャ ファイルの場所を
指定できるダイアログが表示されます。

Cisco.com から 新のシグニチャを入手して、PC に保存してください

シグニチャ ファイルが PC またはルータのフラッシュ メモリに存在しない
場合は、[Cisco.com から 新のシグニチャを入手して、PC に保存してく
ださい ] をクリックします。[ 参照 ] をクリックしてシグニチャ ファイルの
保存先を指定し、[ ダウンロード ] をクリックしてファイルのダウンロード
を開始します。Cisco CP によって、シグニチャ ファイルが指定した場所に
ダウンロードされます。

パブリック キーの設定

シグニチャの設定に対する変更はすべてデルタ ファイルに保存されます。
このファイルは、パブリック キーでデジタル署名されている必要があり
ます。Cisco.com からキーを入手して、情報を [ 名前 ] フィールドと [ キー ] 
フィールドに貼り付けます。
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注 Cisco IOS CLI を使用してパブリック キーをすでに設定に追加している場
合も、この画面でパブリック キーを入力する必要があります。Cisco IOS 
IPS ルール ウィザードを完了したら、[IPS の編集 ] > [ グローバル設定 ] に移
動できます。[ グローバル設定 ] 画面で、[IPS 必須項目の編集 ] エリアの [ 編
集 ] をクリックし、次に [ パブリック キー ] をクリックして [ パブリック 
キー ] ダイアログを表示します。このダイアログで、必要のないパブリッ
ク キーを削除できます。

[ 名前 ] フィールドと [ キー] フィールドにパブリック キーの情報を入力す
る手順は、次のとおりです。

手順 1 次のリンクに移動して、パブリック キーを取得します。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/ios-v5sigup 

手順 2 PC にキーをダウンロードします。

手順 3 「named-key」の次のテキストを [ 名前 ] フィールドにコピーします。たとえ
ば、次のような名前を含むテキストの行の場合、

named-key realm-cisco.pub signature

[ 名前 ] フィールドに realm-cisco.pub signature をコピーします。

手順 4 key-string と quit の間のテキストを、[ キー ] フィールドにコピーします。
コピーするテキストは、次のようなものです。

30820122 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010F00 3082010A 02820101
00C19E93 A8AF124A D6CC7A24 5097A975 206BE3A2 06FBA13F 6F12CB5B 4E441F16
17E630D5 C02AC252 912BE27F 37FDD9C8 11FC7AF7 DCDD81D9 43CDABC3 6007D128
B199ABCB D34ED0F9 085FADC1 359C189E F30AF10A C0EFB624 7E0764BF 3E53053E
5B2146A9 D7A5EDE3 0298AF03 DED7A5B8 9479039D 20F30663 9AC64B93 C0112A35
FE3F0C87 89BCB7BB 994AE74C FA9E481D F65875D6 85EAF974 6D9CC8E3 F0B08B85
50437722 FFBE85B9 5E4189FF CC189CB9 69C46F9C A84DFBA5 7A0AF99E AD768C36
006CF498 079F88F8 A3B3FB1F 9FB7B3CB 5539E1D1 9693CCBB 551F78D2 892356AE
2F56D826 8918EF3C 80CA4F4D 87BFCA3B BFF668E9 689782A5 CF31CB6E B4B094D3
F3020301 0001
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IPS の作成：コンフィギュレーションの場所とカテゴリ

Cisco IOS IPS で使用するシグニチャ情報の保存場所を指定します。この情
報は、シグニチャ ファイルと、シグニチャ情報に変更が加えられたとき
に作成されるデルタ ファイルで構成されます。

このヘルプ トピックでは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されて
いる場合に表示される [コンフィギュレーションの場所] ウィンドウについ
て説明します。

コンフィグレーションの場所

[コンフィギュレーションの場所 ] フィールドの右にあるボタンをクリック
して表示されるダイアログで、場所を指定できます。ダイアログに情報を
入力すると、このフィールドにコンフィギュレーションの場所へのパスが
表示されます。

カテゴリの選択

ルータのメモリおよびリソースの制約により、すべての使用可能なシグニ
チャの使用が制限される場合があるため、シグニチャには basic と 
advanced の 2 つのカテゴリがあります。[ カテゴリの選択 ] フィールドで、
Cisco IOS IPS がルータで効率的に動作できるようにするカテゴリを選択し
ます。使用可能なフラッシュ メモリが 128MB 未満のルータでは、basic カ
テゴリが適切です。128MB 以上のフラッシュ メモリが使用可能なルータ
では、advanced カテゴリが適切です。

コンフィギュレーションの場所の追加または編集

Cisco IOS IPS で使用するシグニチャ情報とデルタ ファイルの保存場所を
指定します。

このルータにコンフィギュレーションの場所を指定します

ルータに場所を指定するには、[ ディレクトリ名 ] フィールドの右のボタン
をクリックし、設定情報を保存するディレクトリを選択します。
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注 ルータに LEFS ベースのファイル システムがある場合は、ルータのメモリ
にディレクトリを作成することはできません。この場合は、flash: がコン
フィギュレーションの場所として使用されます。

URL を使用してコンフィギュレーションの場所を指定します

リモート システム上の場所を指定するには、その場所へのアクセスに必
要な URL のプロトコルとパスを指定します。たとえば、URL 
http://172.27.108.5/ips-cfg を指定する場合は、「172.27.108.5/ips-cfg」と入
力します。

注 入力するパスにプロトコルを含めないでください。Cisco CP では、プロト
コルは自動的に追加されます。プロトコルを入力すると、エラー メッ
セージが表示されます。

[ 再試行の回数 ] と [ タイムアウト ] のフィールドに、ルータがリモート シ
ステムにアクセスを試みる回数と、アクセスの試行を停止する前にルータ
が応答を待機する時間を指定します。

ディレクトリの選択

設定情報を保存するフォルダをクリックします。新しいフォルダを作成す
る場合は、[ 新規フォルダ ] をクリックし、表示されるダイアログにフォル
ダの名前を入力し、そのフォルダを選択して、[OK] をクリックします。

シグニチャ ファイル

Cisco IOS IPS で使用するシグニチャ ファイルの場所を指定します。

フラッシュにシグニチャ ファイルを指定

シグニチャ ファイルがルータのフラッシュ メモリ上に保存されている場
合は、フィールドの右のボタンをクリックします。適切な形式のシグニ
チャ ファイル名が表示され、それらの名前を選択できるようになります。
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URL を使用してシグニチャ ファイルを指定

シグニチャ ファイルがリモート システム上に保存されている場合は、使
用するプロトコルを選択し、そのファイルへのパスを入力します。たとえ
ば、シグニチャ ファイル IOS-S259-CLI.pkg が 10.10.10.5 にあり、FTP プロ
トコルが使用される場合、プロトコルとして [ftp] を選択し、次のように
入力します。

10.10.10.5/IOS-S259-CLI.pkg

注 入力するパスにプロトコルを含めないでください。Cisco CP では、プロト
コルは自動的に追加されます。プロトコルを入力すると、エラー メッ
セージが表示されます。また、URL を使用するときは、上記の例で使用
したファイルのように、IOS-Snnn-CLI.pkg のファイル命名規則に準拠する
ファイル名を指定する必要があります。

PC にシグニチャ ファイルを指定

シグニチャ ファイルが PC 上に保存されている場合は、[ 参照 ] をクリック
し、ファイルが存在するフォルダに移動して、ファイル名を選択します。
sigv5-SDM-Sxxx.zip という形式の、Cisco CP に固有のパッケージを選択す
る必要があります（たとえば、sigv5-SDM-S260.zip）。

IPS の作成：要約

次に、121.4(11)T より前の Cisco IOS が実行されているルータ上の、Cisco 
IOS IPS の要約の表示例を示します。

Selected Interface: FastEthernet 0/1

IPS Scanning Direction: Both

Signature Definition File Location: flash//sdmips.sdf

Built-in enabled: yes
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この例では、Cisco IOS IPS が FastEthernet 0/1 インターフェイスに対して有
効で、インバウンドとアウトバウンド両方のトラフィックがスキャンされ
ます。SDF は sdmips.sdf という名前で、ルータのフラッシュ メモリにあり
ます。ルータは、ルータで使用される Cisco IOS イメージに組み込まれた
シグニチャ定義を使用するように設定されています。

IPS の作成：要約

[ 要約 ] ウィンドウには入力した情報が表示されるので、ルータに変更後の
設定を配信する前に内容を確認できます。

このヘルプ トピックでは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されて
いる場合に表示される [ 要約 ] ウィンドウについて説明します。次に、[ 要
約 ] ウィンドウの表示例を示します。

IPS rule will be applied to the outgoing traffic on the following interfaces.
     FastEthernet0/1
IPS rule will be applied to the incoming traffic on the following interfaces.
     FastEthernet0/0
Signature File location:
     C:\SDM-Test-folder\sigv5-SDM-S260.zip
Public Key:
       30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00B8BE84 
  33251FA8 F79E393B B2341A13 CAFFC5E6 D5B3645E 7618398A EFB0AC74 11705BEA 
  93A96425 CF579F1C EA6A5F29 310F7A09 46737447 27D13206 F47658C7 885E9732 
  CAD15023 619FCE8A D3A2BCD1 0ADA4D88 3CBD93DB 265E317E 73BE085E AD5B1A95 
  59D8438D 5377CB6A AC5D5EDC 04993A74 53C3A058 8F2A8642 F7803424 9B020301 0001

Config Location
     flash:/configloc/
Selected category of signatures:
     advanced

この例では、Cisco IOS IPS ポリシーは FastEthernet 0/0 インターフェイスと 
FastEthernet 0/1 インターフェイスに適用されます。シグニチャ ファイルは 
PC 上にあります。コンフィギュレーションの場所は、ルータのフラッ
シュ メモリ上の configloc というディレクトリです。
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IPS の編集
このウィンドウには、Cisco IOS IPS のポリシー、セキュリティ メッセー
ジ、シグニチャなどの設定および管理に使用する Cisco IOS IPS のボタン
が表示されます。

IPS ポリシー ボタン

[IPS の編集 ] ウィンドウを表示する場合にクリックします。このウィンド
ウでは、インターフェイス上での Cisco IOS IPS の有効 / 無効を切り替えた
り、Cisco IOS IPS の適用方法に関する情報を表示したりできます。イン
ターフェイスで Cisco IOS IPS を有効にする場合は、必要に応じて、侵入
について検査するトラフィックを指定できます。

グローバル設定ボタン

[IPS の編集：グローバル設定 ] ウィンドウを表示する場合にクリックしま
す。ここでは Cisco IOS IPS の全体的な操作に適用される設定を行うこと
ができます。

自動アップデート

このボタンは、ルータ上の Cisco IOS イメージがバージョン 12.4(11)T 以降
である場合に表示されます。自動アップデートを使用すると、Cisco セ
キュリティ センターからシグニチャの 新のアップデート ファイルを自
動的に取得するようルータを設定できます。詳細については、「IPS の編
集：自動アップデート」を参照してください。

SEAP 設定

このボタンは、ルータ上の Cisco IOS イメージがバージョン 12.4(11)T 以降
である場合に表示されます。Signature Event Action Processing（SEAP）を
使用すると、高度なフィルタリングとオーバーライドにより、IOS IPS を
より詳細に制御できます。

SDEE メッセージ ボタン

Secure Device Event Exchange（SDEE）メッセージでは、Cisco IOS IPS の
初期化および操作の経過が通知されます。[IPS の編集：SDEE メッセージ ] 
ウィンドウを表示する場合にクリックします。このウィンドウでは、
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SDEE メッセージを確認できるほか、それらのメッセージをフィルタ処理
して、エラー メッセージだけ、ステータス メッセージだけ、またはア
ラート メッセージだけを表示できます。

シグニチャ ボタン

[IPS の編集：シグニチャ ] ウィンドウを表示する場合にクリックします。
このウィンドウではルータ上のシグニチャを管理できます。

NM CIDS ボタン

このボタンは、シスコの侵入検知システムのネットワーク モジュールが
ルータにインストールされている場合に表示されます。IDS モジュールを
管理する場合にクリックします。

IPS の編集：IPS ポリシー

このウィンドウには、すべてのルータ インターフェイスについて Cisco 
IOS IPS のステータスが表示され、インターフェイス上での Cisco IOS IPS 
の有効 / 無効を切り替えることができます。

インターフェイス

このリストを使用して、[ インターフェイス リスト ] エリアに表示されてい
るインターフェイスにフィルタを適用できます。次のいずれかを選択しま
す。

 • [ すべてのインターフェイス ] ― ルータのすべてのインターフェイス

 • [IPS インターフェイス ] ― Cisco IOS IPS が有効になっているインター
フェイス

有効ボタン

指定したインターフェイスで Cisco IOS IPS を有効にする場合にクリック
します。Cisco IOS IPS が適用されるトラフィックの方向、および検査する
トラフィックのタイプの定義に使用される ACL を指定できます。詳細に
ついては、「インターフェイスに対して IPS を有効にする、またはイン
ターフェイスの IPS を編集する」を参照してください。
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編集ボタン

指定したインターフェイスに適用する Cisco IOS IPS の特性を編集する場
合にクリックします。

無効ボタン

指定したインターフェイスで Cisco IOS IPS を無効にする場合にクリック
します。コンテキスト メニューに、Cisco IOS IPS が適用されているトラ
フィックの方向が表示され、Cisco IOS IPS を無効にする方向を選択できま
す。Cisco IOS IPS が適用されているインターフェイスで Cisco IOS IPS を
無効にした場合は、Cisco CP により、そのインターフェイスから Cisco 
IOS IPS ルールが切り離されます。

すべて無効ボタン

Cisco IOS IPS が有効になっているすべてのインターフェイスで Cisco IOS 
IPS を無効にする場合にクリックします。Cisco IOS IPS が適用されている
インターフェイスで Cisco IOS IPS を無効にした場合は、Cisco CP により、
そのインターフェイスから Cisco IOS IPS ルールが切り離されます。

インターフェイス名

インターフェイスの名前です。たとえば、Serial0/0、FE0/1 などです。

IP

このカラムには、次のいずれかのタイプの IP アドレスが表示されます。

 • インターフェイスに設定された IP アドレス。

 • [DHCP クライアント ] ― インターフェイスは、Dynamic Host 
Configuration Protocol（DHCP）サーバから IP アドレスを受け取りま
す。

 • [ネゴシエート済み] ― インターフェイスはリモート デバイスとのネゴ
シエーションによって IP アドレスを受け取ります。

 • [ アンナンバード ] ― ルータは、ルータおよび LAN 上のホストに対し、
サービス プロバイダから提供された IP アドレス プールの中の 1 つを
使用します。
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 • [ 該当なし ] ― このインターフェイス タイプには IP アドレスを割り当
てられません。

インバウンド IPS/ アウトバウンド IPS

 • [ 有効 ] ― Cisco IOS IPS はこの方向のトラフィックで有効です。

 • [ 無効 ] ― Cisco IOS IPS はこの方向のトラフィックで無効です。

VFR ステータス

Virtual Fragment Reassembly（VFR）のステータス。値は次のいずれかにな
ります。

 • オン ― VFR が有効になっています。

 • オフ ― VFR が無効になっています。

Cisco IOS IPS では、IP フラグメントの内容を識別できません。また、シグ
ニチャと照合するポート情報をフラグメントから収集することもできませ
ん。このため、フラグメントは、検査もダイナミック アクセス コント
ロール リスト（ACL）の作成も行われずにネットワークをそのまま通過
します。

VFR によって、Cisco IOS Firewall で適切なダイナミック ACL が作成され、
さまざまなフラグメンテーション攻撃からネットワークが保護されるよう
になります。

説明

追加した場合、接続の説明。

IPS フィルタの詳細

トラフィックにフィルタが適用されていない場合、このエリアには何も表
示されません。フィルタが適用されている場合は、かっこ内に ACL の名
前または番号が表示されます。

[ インバウンド フィルタ ] ボタンと [ アウトバウンド フィルタ ] ボタン

クリックすると、インバウンドまたはアウトバウンド方向のトラフィック
に適用されるフィルタのエントリが表示されます。
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フィールドの説明

[ アクション ] ― トラフィックが許可されるか、それとも拒否されるか。

送信元トラフィックを許可する。

送信元トラフィックを拒否する。

[ 送信元 ] ― ネットワークまたはホストのアドレス、あるいは任意のホスト
またはネットワーク。

[ 宛先 ] ― ネットワークまたはホストのアドレス、あるいは任意のホストま
たはネットワーク。

[ サービス ] ― フィルタが適用されるサービスのタイプ（IP、TCP、UDP、
IGMP、および ICMP）。

[ ログ ] ― 拒否したトラフィックがログに記録されるかどうか。

[ 属性 ] ― CLI を使用して設定されたオプション。

[ 説明 ] ― 入力された説明。

インターフェイスに対して IPS を有効にする、またはインターフェイス
の IPS を編集する

このウィンドウでは、侵入検知を有効にするインターフェイスを選択し、
トラフィックの検査に使用する IPS フィルタを指定します。

両方、インバウンド、アウトバウンドの各ボタン

このボタンを使用すると、Cisco IOS IPS を有効にするのを、インバウンド
とアウトバウンドの両方のトラフィックにするか、インバウンド トラ
フィックだけにするか、またはアウトバウンド トラフィックだけにする
かを指定できます。

インバウンド フィルタ

（オプション）検査するインバウンド トラフィックを指定するアクセス 
ルールの名前または番号を入力します。指定した ACL に関連付けられて
いるインターフェイスが選択されると、[ インバウンド フィルタ ] ボタンの
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隣の [IPS フィルタの詳細 ] エリアにその ACL が表示されます。アクセス 
ルールを参照するか、新しいルールを作成する必要がある場合は、[...] ボ
タンをクリックします。

アウトバウンド フィルタ

（オプション）検査するアウトバウンド トラフィックを指定するアクセス 
ルールの名前または番号を入力します。指定した ACL に関連付けられて
いるインターフェイスが選択されると、[ アウトバウンド フィルタ ] ボタン
の隣の [IPS フィルタの詳細 ] エリアにその ACL が表示されます。アクセ
ス ルールを参照するか、新しいルールを作成する必要がある場合は、[...] 
ボタンをクリックします。

... ボタン

このボタンを使用してフィルタを指定します。次のオプションを含むメ
ニューを表示する場合にクリックします。

 • [ 既存のルールを選択する ]。詳細については、「ルールの選択」を参照
してください。

 • [ 新しいルールを作成して選択する ]。詳細については、「ルールの追加
/ 編集」を参照してください。

 • [ なし ( ルールの関連付けを解除 )]。このオプションを使用すると、
フィルタが適用されているトラフィック方向からフィルタを削除でき
ます。

このインターフェイスに対してフラグメント チェックを行う

（デフォルトでは有効です。）Cisco IOS ファイアウォールでこのインター
フェイスの IP フラグメントをチェックする場合に選択します。詳細につ
いては、「VFR ステータス」を参照してください。

他のインターフェイスに対してフラグメント チェックを行う

アウトバウンド トラフィックに対するフラグメント チェックが有効な場
合は、設定されているインターフェイスにアウトバウンド トラフィック
を送信するインターフェイスへのインバウンド トラフィックがルータで
検査される必要があります。これらのインターフェイスを、この下で指定
します。
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[ インバウンド ] ラジオ ボタンが選択されている場合、このエリアは表示さ
れません。

シグニチャファイルの指定

[ シグニチャ ファイルの指定 ] ボックスでは、ルータで使用されている SDF 
のバージョンについての情報が示され、SDF を 新バージョンに更新でき
ます。新しい SDF を指定するには、[ シグニチャ ファイル ] フィールドの
横にある [...] ボタンをクリックして、表示されたダイアログで新しいファ
イルを指定します。

IPS の編集：グローバル設定

このウィンドウでは、Cisco IPS のグローバル設定を表示および設定でき
ます。このヘルプ トピックでは、実行されている Cisco IOS イメージが 
12.4(11)T より前のバージョンである場合に表示される可能性のある情報
について説明します。

グローバル設定テーブル

[ グローバル設定 ] ウィンドウのこのテーブルには、現在のグローバル設定
およびその値が表示されます。これらの値のいずれかを変更するには、
[ 編集 ] をクリックします。

項目名 項目値

シスログ
（Syslog）

有効の場合、通知は [ システム プロパティ ] で指定さ
れたシスログ（Syslog）サーバに送信される。

SDEE Security Device Event Exchange。有効の場合、SDEE 
イベントが生成される。

SDEE アラート

SDEE メッセージ

ルータのバッファに格納する SDEE イベントの数。

SDEE サブスクリ
プション

同時 SDEE サブスクリプション数。
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設定されている SDF の場所

シグニチャの場所は、SDF へのパスを示す URL で指定されます。SDF を
探す際、ルータはまずリストの 1 つめの場所にアクセスします。アクセス
に失敗した場合は、SDF が見つかるまで、リスト内のその次の場所に順番
にアクセスします。

追加ボタン

リストに URL を追加する場合にクリックします。

エンジン オプ
ション

エンジン オプションは次のとおり。

 • [ エンジン フェイル クローズの有効化 ] ― デフォ
ルトでは、Cisco IOS により特定のエンジンの新
しいシグニチャがコンパイルされている間、そ
のエンジンに対するパケットは、スキャンなし
でそのまま通過する。このオプションを有効に
すると、コンパイル中は Cisco IOS でパケットが
破棄される。

 • [ ビルトイン シグニチャをバックアップとして使
用する ] ― Cisco IOS IPS で指定の場所からシグニ
チャを検出またはロードできなかった場合に、
Cisco IOS のビルトイン シグニチャを使用して 
Cisco IOS IPS を有効にできる。このオプション
はデフォルトで有効になっている。

 • [IPS インターフェイス上の拒否アクションの有
効化 ] ― ルータで負荷分散を実行している場合
は、有効にすることが推奨される。このオプ
ションを有効にすると、攻撃的なトラフィック
の送信元のインターフェイスで ACL を有効にす
る代わりに、Cisco IOS IPS インターフェイスで 
ACL を有効にできる。

イベントの回避 このオプションでは Shun Time パラメータを使用す
る。Shun Time とは、回避アクションを有効にしてお
く時間のことである。回避アクションが発生するの
は、ACL にホストまたはネットワークが追加され、
そのホストまたはネットワークからのトラフィック
が拒否されている場合。
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編集ボタン

指定した場所を編集する場合にクリックします。

削除ボタン

指定した場所を削除する場合にクリックします。

[ 上へ移動 ] ボタンと [ 下へ移動 ] ボタン

リスト内の URL の優先順位を変更する場合に使用します。

シグニチャのリロード

すべてのシグニチャ エンジンのシグニチャを再コンパイルする場合にク
リックします。シグニチャ エンジンのシグニチャが再コンパイルされて
いる間、Cisco IOS ソフトウェアでは、エンジンのシグニチャを使用して
パケットをスキャンできません。

グローバル設定の編集

このウィンドウの [Syslog と SDEE] タブ、および [ グローバル エンジン ] タ
ブで、Cisco IOS IPS の全体的な操作に適用される設定を編集します。

シスログ（Syslog）通知の有効化（[Syslog と SDEE] タブ）

アラーム、イベント、およびエラーのメッセージがルータからシスログ
（Syslog）サーバに送信されるようにするときに、このチェック ボックス
を選択します。この通知方法を使用するには、シスログ（Syslog）サーバ
を [ システム プロパティ ] で指定しておく必要があります。

SDEE（[Syslog と SDEE] タブ）

[ 同時 SDEE サブスクリプション数 ] フィールドに、1 ～ 3 の範囲で同時 
SDEE サブスクリプションの数を入力します。SDEE サブスクリプション
は、SDEE イベントのライブ フィードです。

[SDEE アラートの 大保存数 ] フィールドには、ルータに保存される 
SDEE アラートの 大数を 10 ～ 2000 の範囲で入力します。保存するア
ラートの数を増やすとルータのメモリの使用量が増えます。
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[SDEE メッセージの 大保存数 ] フィールドには、ルータに保存される 
SDEE メッセージの 大数を 10 ～ 500 の範囲で入力します。保存するメッ
セージの数を増やすとルータのメモリの使用量が増えます。

エンジンフェールクローズの有効化（[ グローバル エンジン ] タブ）

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアにより特定のエンジンの新しい
シグニチャがコンパイルされている間、そのエンジンに対するパケット
は、スキャンなしでそのまま通過します。コンパイル中、Cisco IOS ソフ
トウェアでパケットが破棄されるようにするには、このオプションを有効
にします。

ビルトイン シグニチャをバックアップとして使用する（［グローバル エンジン］ タブ）

Cisco IOS IPS で指定の場所からシグニチャを検出またはロードできなかっ
た場合は、Cisco IOS のビルトイン シグニチャを使用して Cisco IOS IPS を
有効にできます。このオプションはデフォルトで有効になっています。

IPS インターフェイス上の拒否アクションを有効にする（［グローバル エンジン］ タブ）

このオプションは、シグニチャ アクションが [denyAttackerInline] または 
[denyFlowInline] に設定されている場合に適用できます。Cisco IOS IPS の
デフォルトでは、ACL は Cisco IOS IPS インターフェイスではなく、攻撃
的なトラフィックの送信元のインターフェイスに適用されます。このオプ
ションを有効にすると、Cisco IOS IPS により、 初に攻撃的なトラフィッ
クを受信したインターフェイスではなく、Cisco IOS IPS インターフェイス
に直接 ACL が適用されます。ルータで負荷分散を実行していない場合は、
この設定を有効にしないでください。ルータで負荷分散を実行している場
合は、この設定を有効にすることをお勧めします。

タイムアウト（［グローバル エンジン］ タブ）

このオプションを使用すると、回避アクションを有効にしておく時間
（分）を 0 ～ 65535 の範囲で設定できます。デフォルト値は 30 分です。回
避アクションが発生するのは、ACL にホストまたはネットワークが追加
され、そのホストまたはネットワークからのトラフィックが拒否されてい
る場合です。
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シグニチャの場所の追加または編集

Cisco IOS IPS による SDF のロード元を指定します。SDF の場所を複数指
定するには、もう一度このダイアログを開いて、別の SDF の情報を入力
します。

このルータで SDF を指定する

[ 場所 ] ドロップダウン メニューを使用して、ルータのメモリの中で SDF 
を格納する部分を指定します。たとえば、このメニューには、disk0、
usbflash1、flash のような項目があります。そこで、[ ファイル名 ] フィール
ドの横にある下矢印をクリックするか、[ ファイル名 ] フィールドにファイ
ル名を入力して、ファイル名を選択します。

SDF を指定する URL

SDF がリモート システムにある場合は、そのシステムの場所を示す URL 
を指定できます。

プロトコル

http や https など、SDF を取得するためにルータで使用するプロトコルを
選択します。

URL
URL を次の形式で入力します。

path-to-signature-file

注 [ プロトコル ] メニューで選択したプロトコルが、[URL] フィールドの右側
に表示されます。[URL] フィールドには、プロトコルを再入力しないでく
ださい。

URL 形式の例は、次に示すとおりです。これは、シグニチャ ファイルへ
の有効な URL ではありません。また、フル URL を示すプロトコルが含ま
れています。

https://172.16.122.204/mysigs/vsensor.sdf
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自動保存

このオプションは、クラッシュ時にルータで SDF が自動的に保存される
ように設定する場合に選択します。このオプションを選択すると、ルータ
が復旧したときに、この SDF を有する Cisco IOS IPS を再設定する必要が
なくなります。

IPS の編集：SDEE メッセージ

このウィンドウには、ルータが受信した SDEE メッセージのリストが表示
されます。SDEE メッセージは、Cisco IOS IPS の設定に変更があったとき
に生成されます。

SDEE メッセージ

表示する SDEE メッセージ タイプを選択します。

 • [ すべて ] ― エラー、ステータス、アラートの各 SDEE メッセージが表
示されます。

 • [ エラー ] ― SDEE エラー メッセージだけが表示されます。

 • [ ステータス ] ― SDEE ステータス メッセージだけが表示されます。

 • [ アラート ] ― SDEE アラート メッセージだけが表示されます。

選択肢

検索対象の SDEE メッセージ フィールドを選択します。

条件

検索文字列を入力します。

実行ボタン

[条件 ] フィールドに入力した文字列の検索を開始する場合にクリックしま
す。
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タイプ

[ エラー]、[ ステータス ]、および [ アラート ] のいずれかのタイプを選択で
きます。表示される SDEE メッセージについては、「SDEE メッセージ テ
キスト」を参照してください。

時刻

メッセージを受信した時刻です。

説明

該当する説明です。

更新ボタン

新しい SDEE メッセージがあるかどうかチェックする場合にクリックしま
す。

閉じるボタン

[SDEE メッセージ ] ウィンドウを閉じる場合にクリックします。

SDEE メッセージ テキスト

ここでは、表示される可能性があるすべての SDEE メッセージを示しま
す。

IDS ステータス メッセージ

エラー メッセージ   

ENGINE_BUILDING: %s - %d シグニチャ - %d/%d エンジン

説明   Cisco IOS IPS で signature microengine（SME）の構築が開始され
たときに生成されます。
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エラー メッセージ   

ENGINE_BUILD_SKIPPED: %s - このエンジンには新しいシグニチャ定義があり
ません。

説明   侵入検知システム SME で、シグニチャが定義されていないか、
既存のシグニチャ定義が変更されていないときに生成されます。

エラー メッセージ   

ENGINE_READY: %s - %d ミリ秒 - このエンジンのパケットがスキャンされます。

説明   IDS SME が構築され、パケットをスキャンする準備ができたと
きに生成されます。

エラー メッセージ   

SDF_LOAD_SUCCESS: SDF は %s から正常にロードされました。

説明   指定した場所から SDF ファイルが正常にロードされたときに生
成されます。

エラー メッセージ   

BUILTIN_SIGS: ビルトイン シグニチャをロードするための %s

説明   ルータで 後の手段としてビルトイン シグニチャがロードされ
るときに生成されます。

IDS エラー メッセージ

エラー メッセージ   

ENGINE_BUILD_FAILED: %s - %d ミリ秒 - エンジンの構築に失敗しました - 
%s

説明   SDF ファイルがロードされた後、Cisco IOS IPS でいずれかのエ
ンジンの構築に失敗したときに生成されます。構築できなかったエン
ジンのそれぞれについて、メッセージが 1 つずつ送信されます。これ
は、Cisco IOS IPS エンジンで、メッセージ内に示されたエンジン用の
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シグニチャのインポートに失敗したことを意味します。この問題の原
因として一番可能性が大きいのはメモリの不足です。この問題が発生
した場合、新しくインポートされたシグニチャのうち、このエンジン
に属するシグニチャが Cisco IOS IPS によって破棄されます。

エラー メッセージ   

SDF_PARSE_FAILED: 行 %d カラム %d バイト %d 長さ %d の %s

説明   SDF ファイルが正しく解析されなかったときに生成されます。

エラー メッセージ   

SDF_LOAD_FAILED: %s SDF を %s からロードできませんでした 

説明   何らかの理由で SDF ファイルのロードに失敗したときに生成さ
れます。

エラー メッセージ   

DISABLED: %s - IDS は無効です

説明    IDS が無効になっています。メッセージには原因が示されます。

エラー メッセージ   

SYSERROR: 予期しないエラー (%s) が行 %d 関数 %s() ファイル %s で発生し
ました

説明   予期しない内部システム エラーが発生したときに生成されます。

IPS の編集：グローバル設定

Cisco IOS 12.4(11)T 以降のイメージでは、いくつかの Cisco IOS IPS 設定オ
プションが使用可能です。このヘルプ トピックではそれらのオプション
について説明します。[Syslog と SDEE] グローバル設定などの、Cisco IOS 
12.4(11)T より前のバージョンで使用可能な画面制御と設定のオプション
については「IPS の編集：グローバル設定」で説明しています。
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このヘルプ トピックでは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されて
いる場合に表示される [ グローバル設定 ] ウィンドウについて説明します。

エンジン オプション

Cisco IOS 12.4(11)T 以降のイメージで使用可能なエンジン オプションは、
次のとおりです。

 • [ エンジン フェイル クローズの有効化 ] ― デフォルトでは、Cisco IOS 
により特定のエンジンの新しいシグニチャがコンパイルされている
間、そのエンジンに対するパケットは、スキャンなしでそのまま通過
します。このオプションを有効にすると、コンパイル中は Cisco IOS 
でパケットが破棄されます。

 • [IPS インターフェイス上の拒否アクションの有効化 ] ― ルータで負荷
分散を実行している場合は、有効にすることが推奨されます。このオ
プションを有効にすると、攻撃的なトラフィックの送信元のインター
フェイスで ACL を有効にする代わりに、Cisco IOS IPS インターフェ
イスで ACL を有効にできます。

IPS 必須項目の編集テーブル

このテーブルには、ルータが Cisco IOS IPS に対してプロビジョニングさ
れる方法に関する情報が表示されます。これらの値のいずれかを変更する
には、[ 編集 ] をクリックします。次の表のサンプル データは、コンフィ
ギュレーションの場所がフラッシュ メモリ内のディレクトリ configloc で
あり、ルータでは basic カテゴリのシグニチャが使用され、ルータが 
confgloc ディレクトリ内の情報にアクセスできるようにパブリック キーが
設定されていることを示しています。

項目名 項目値

コンフィグレーションの場所 flash:/configloc/

選択したカテゴリ basic

パブリック キー Configured
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グローバル設定の編集

[ グローバル設定の編集 ] ダイアログには、[Syslog と SDEE] タブおよび [ グ
ローバル エンジン ] タブが含まれます。表示する情報のリンクをクリック
します。

 • [Syslog と SDEE] タブ

 • ［グローバル エンジン］ タブ

[Syslog と SDEE] タブ

ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降のイメージを使用している場合に表示さ
れる [Syslog と SDEE] ダイアログを使用すると、SDEE のサブスクリプ
ション、イベント、およびメッセージに、シスログ（Syslog）通知とパラ
メータを設定できます。

シスログ（Syslog）通知の有効化

アラーム、イベント、およびエラーのメッセージがルータからシスログ
（Syslog）サーバに送信されるようにするときに、このチェック ボックス
を選択します。この通知方法を使用するには、シスログ（Syslog）サーバ
を [ システム プロパティ ] で指定しておく必要があります。

SDEE
[ 同時 SDEE サブスクリプション数 ] フィールドには、同時 SDEE サブスク
リプションの数を 1 ～ 3 の範囲で入力します。SDEE サブスクリプション
は、SDEE イベントのライブ フィードです。

[SDEE アラートの 大保存数 ] フィールドには、ルータに保存される 
SDEE アラートの 大数を 10 ～ 2,000 の範囲で入力します。保存するア
ラートの数を増やすとルータのメモリの使用量が増えます。

[SDEE メッセージの 大保存数 ] フィールドには、ルータに保存される 
SDEE メッセージの 大数を 10 ～ 500 の範囲で入力します。保存するメッ
セージの数を増やすとルータのメモリの使用量が増えます。

［グローバル エンジン］ タブ

ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降のイメージが使用されている場合に表示
される [ グローバル エンジン ] ダイアログでは、次のセクションで説明す
る設定が可能です。
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エンジン フェイル クローズの有効化

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアにより特定のエンジンの新しい
シグニチャがコンパイルされている間、そのエンジンに対するパケット
は、スキャンなしでそのまま通過します。コンパイル中、Cisco IOS ソフ
トウェアでパケットが破棄されるようにするには、このオプションを有効
にします。

IPS インターフェイス上の拒否アクションの有効化

このオプションは、シグニチャ アクションが [denyAttackerInline] または 
[denyFlowInline] に設定されている場合に適用できます。Cisco IOS IPS の
デフォルトでは、ACL は Cisco IOS IPS インターフェイスではなく、攻撃
的なトラフィックの送信元のインターフェイスに適用されます。このオプ
ションを有効にすると、Cisco IOS IPS により、 初に攻撃的なトラフィッ
クを受信したインターフェイスではなく、Cisco IOS IPS インターフェイス
に直接 ACL が適用されます。ルータで負荷分散を実行していない場合は、
この設定を有効にしないでください。ルータで負荷分散を実行している場
合は、この設定を有効にすることをお勧めします。

IPS 必須項目の編集

[IPS 必須項目の編集 ] ダイアログには、次のカテゴリの情報に対応するタ
ブが含まれます。表示する情報のリンクをクリックします。

 • コンフィギュレーションの場所タブ

 • カテゴリの選択タブ

 • [ パブリック キー ] タブ

コンフィギュレーションの場所タブ

コンフィギュレーションの場所がルータに設定されている場合は、それを
編集できます。場所が設定されていない場合は、[ 追加 ] をクリックして、
場所を設定できます。[ 追加 ] ボタンは、コンフィギュレーションの場所が
すでに設定されている場合は、無効になっています。[ 編集 ] ボタンは、コ
ンフィギュレーションの場所が設定されていない場合は、無効になってい
ます。詳細については、「IPS の作成：コンフィギュレーションの場所とカ
テゴリ」を参照してください。
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カテゴリの選択タブ

シグニチャのカテゴリを指定すると、Cisco CP により、特定容量のルータ
のメモリに対する適切なシグニチャのサブセットがルータに設定されま
す。シグニチャを選択する際にカテゴリの制約を排除する場合は、既存の
カテゴリの設定を削除することもできます。

カテゴリの設定

[ カテゴリの設定 ] をクリックし、basic または advanced のどちらかを選択
します。使用可能なフラッシュ メモリが 128MB 未満のルータでは、basic 
カテゴリが適切です。128MB 以上のフラッシュ メモリが使用可能なルー
タでは、advanced カテゴリが適切です。

カテゴリ設定の削除

カテゴリの設定を削除する場合は、[ カテゴリ設定の削除 ] をクリックしま
す。

[ パブリック キー ] タブ

このダイアログには、Cisco IOS IPS に設定されているパブリック キーが
表示されます。このダイアログで、キーを追加または削除できます。キー
を追加する場合は、[ 追加 ] をクリックして、表示されるダイアログでキー
を設定します。

キーを削除する場合は、キー名を選択して [ 削除 ] をクリックします。

パブリックキーの追加

Cisco.com の次のサイトからキーの名前とキー自体をコピーできます。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/ios-v5sigup 

キーの名前をコピーして、このダイアログの [ 名前 ] フィールドに貼り付け
ます。次に、同じ場所からキーをコピーして、[ キー ] フィールドに貼り付
けます。テキスト内の実際にコピーしたり貼り付けたりする部分の詳細に
ついては、「パブリック キーの設定」を参照してください。
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IPS の編集：自動アップデート

シグニチャ ファイルのアップデートは、Cisco.com にアップロードされま
す。Cisco CP では、指定したシグニチャ ファイルのアップデートをダウン
ロードするか、または定義されたスケジュールで 新のシグニチャ ファ
イルのアップデートを自動的にダウンロードすることができます。

このヘルプ トピックでは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されて
いる場合に表示される [ 自動アップデート ] ウィンドウについて説明しま
す。

自動アップデートの設定の前に

自動アップデートを設定する前に、ルータのクロックを PC のクロックと
同期させる必要があります。そのためには、次の手順を完了します。

手順 1 [ 設定 ] > [ ルータ ] > [ 時刻 ] > [ 日付 / 時刻 ] の順に選択します。

手順 2 [ 日付 / 時刻 ] ウィンドウで [ 設定の変更 ] をクリックします。

手順 3 [ ローカル PC の時計と同期をとる ] オプションをクリックして、[ 同期 ] ボ
タンをクリックします。

手順 4 ダイアログを閉じます。

Cisco.com からのシグニチャ ファイルのダウンロード

Cisco CP を使用して、Cisco.com から PC に特定のシグニチャ ファイルを
ダウンロードするには、ダウンロードするファイルを指定し、そのファイ
ルの保存場所を指定します。使用中のシグニチャ パッケージによって、
Cisco IOS IPS で現在使用しているバージョンが表示されます。シグニチャ 
ファイルをダウンロードして、Cisco.com の Cisco IOS IPS Web ページから
その他の情報を取得するには、CCO へのログインが必要です。

新のシグニチャ ファイルをダウンロードするには、[ 新の Cisco CP 
ファイルの取得 ] をクリックします。[ 参照 ] をクリックして、ファイルの
保存場所を指定し、次に [ ダウンロード ] をクリックしてファイルを PC に
保存します。
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新の CLI パッケージをダウンロードするには、[ 新の CLI パッケージ
の取得 ] をクリックします。[ 参照 ] をクリックして、ファイルの保存場所
を指定し、次に [ ダウンロード ] をクリックしてファイルを PC に保存しま
す。

ダウンロードする前に使用可能なファイルを参照するには、[ ダウンロー
ド可能なファイルをリスト ] をクリックします。次に、[ シグニチャ パッ
ケージのリスト ] フィールドの右のボタンをクリックします。使用可能な
ファイルのリストを参照するには、コンテキスト メニューの [ 更新 ] をク
リックします。Readme ファイルを表示するには、[Readme の表示 ] をク
リックします。目的のファイルを選択し、[ 参照 ] ボタンと [ ダウンロード ] 
ボタンを使用して、そのファイルを PC に保存します。

自動アップデート

Cisco CP で、指定したリモート サーバから自動的にアップデート ファイ
ルが取得されるようにするには、[ 自動アップデートを有効にする ] をク
リックします。

IPS 自動アップデート URL 設定

サーバへのログインに必要なユーザ名とパスワードを入力し、[IPS 自動
アップデート URL 設定 ] フィールドに、アップデート ファイルへの URL 
を入力します。次に URL の入力例を示します。

tftp//:192.168.0.2/jdoe/ips-auto-update/IOS_update.zip

スケジュール

ルータでサーバからアップデート ファイルをいつ取得するようにするか
を指定します。各カラムに複数の値を指定して、範囲または複数の時間値
を指定できます。日曜日から木曜日まで、毎日午前 1 時にサーバからアッ
プデート ファイルを取得するように指定する場合は、次の表に示すとお
りに値を選択します。

分 時間 日付 曜日

0 1 1 と 31 を選択す
る。

日曜日から木曜
日のチェック 
ボックスを選択
する。
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[ 自動アップデート ] の各フィールドでの変更内容をルータに送信するに
は、[ 変更の適用 ] をクリックします。これらのフィールドに入力したデー
タを削除するには、[ 変更の破棄 ] をクリックします。

IPS の編集：SEAP 設定

Cisco IOS リリース 12.4(11)T 以降で使用可能な Cisco IOS IPS では、
Signature Event Action Processing（SEAP）が実装されます。このウィンド
ウには、設定可能な SEAP 機能が示されます。設定を開始するには、
[SEAP 設定 ] ボタンの下にあるいずれかのボタンをクリックします。

ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されている場合には、Cisco IOS 
IPS の SEAP 設定が可能です。

IPS の編集：SEAP 設定：ターゲットの価値評価

ターゲットの価値評価（TVR）は、ユーザにとってのターゲット ホスト
の価値を示す、ユーザ定義の値です。これを使用すると、ユーザは重要な
システムに関連するイベントのリスクを高く設定し、価値の低いターゲッ
トのイベントのリスクを低く設定できます。

[ ターゲットの価値評価 ] カラムと [ ターゲット IP アドレス ] カラムの右に
あるボタンを使用して、ターゲット エントリを追加、削除、および編集
します。[ すべて選択 ] をクリックすると、ターゲットの価値評価がすべて
自動的にハイライトされます。[ 追加 ] をクリックすると、新しい TVR エ
ントリを作成できるダイアログが表示されます。[ 編集 ] をクリックする
と、エントリの IP アドレス情報を変更できます。

ターゲットの価値評価カラム

ターゲットは、high、low、medium、missioncritical、または No Value で評
価されます。ターゲット エントリが作成された後で、評価を変更するこ
とはできません。評価を変更する必要がある場合は、ターゲット エント
リをいったん削除してから、適切な評価を指定して再作成してください。
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ターゲット IP アドレス カラム

ターゲット IP アドレスには、1 つの IP アドレスを入力することも、複数
の IP アドレスの範囲を入力することもできます。次に 2 つのエントリの
例を示します。1 つは単一の IP アドレス エントリで、もう 1 つはアドレス
の範囲です。

ターゲットの価値評価 ターゲット IP アドレス

High 192.168.33.2

Medium 10.10.3.1-10.10.3.55

変更の適用

[ ターゲットの価値評価 ] ウィンドウに必要な情報を入力して、[ 変更の適
用 ] をクリックします。ルータに送信する変更内容がない場合は、[ 変更の
適用 ] ボタンは無効になっています。

変更の破棄

[ ターゲットの価値評価 ] ウィンドウに入力した、ルータには送信していな
い情報をクリアするには、[ 変更の破棄 ] をクリックします。ルータへの配
信待ちの変更内容がない場合は、[ 変更の破棄 ] ボタンは無効になっていま
す。

ターゲットの価値評価の追加

TVR エントリを追加するには、ターゲットの価値評価を選択し、ター
ゲット IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力します。

ターゲットの価値評価（TVR）

ターゲットは、high、low、medium、missioncritical、または No Value で評
価されます。ある評価をいずれかのターゲット エントリに使用した後で、
その評価を別のエントリに使用することはできません。このため、同じ評
価を付けるすべてのターゲットに、同一のエントリを入力します。
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ターゲット IP アドレス

次の例に示すように、1 つのターゲット IP アドレスまたはアドレスの範囲
を入力できます。

192.168.22.33
10.10.11.4-10.10.11.55

入力した IP アドレスは、[ ターゲットの価値評価 ] ウィンドウに表示され
ます。

IPS の編集：SEAP 設定：イベント アクション オーバーライド

イベント アクション オーバーライドを使用すると、イベントのリスク評
価（RR）に基づいてそのイベントに関連付けられているアクションを変
更できます。これは、各イベント アクションに RR 範囲を割り当てること
によって実行できます。イベントが発生し、RR が定義した範囲内である
場合、アクションがそのイベントに追加されます。イベント アクション 
オーバーライドは、各シグニチャを個別に設定する必要なく、イベント 
アクションをグローバルに追加する方法です。

イベント アクション オーバーライドの使用

Cisco IOS IPS でイベント アクション オーバーライドを使用できるように
するには、[ イベント アクション オーバーライドの使用 ] チェック ボック
スを選択します。イベント アクション オーバーライドは、ルータ上で有
効になっているかどうかにかかわらず、追加したり編集したりできます。

すべて選択

[ すべて選択 ] ボタンは、[ 有効 ]、[ 無効 ]、および [ 削除 ] ボタンと連動しま
す。すべてのイベント アクション オーバーライドを有効または無効にす
るには、[ すべて選択 ] をクリックし、[ 有効 ] または [ 無効 ] をクリックしま
す。すべてのイベント アクション オーバーライドを削除するには、[ すべ
て選択 ] をクリックし、[ 削除 ] をクリックします。
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追加ボタンおよび編集ボタン

[ 追加 ] をクリックすると、イベント アクション オーバーライドに関する
情報を入力できるダイアログが表示されます。イベント アクション オー
バーライドを選択し、[ 編集 ] をクリックすると、イベント アクション 
オーバーライドに関する情報を変更できます。

削除 

[ 削除 ] をクリックすると、選択したイベント アクション オーバーライド
が削除されます。[ すべて選択 ] をクリックすると、すべてのイベント アク
ション オーバーライドが削除されます。

有効および無効

[ 有効 ] ボタンおよび [ 無効 ] ボタンを使用すると、イベント アクション 
オーバーライドを有効または無効にできます。任意のイベント アクショ
ンのオーバーライドを選択するか、[ すべて選択 ] をクリックしてすべての
イベント アクションのオーバーライドを有効または無効にします。

変更の適用

[ イベント アクション オーバーライド ] ウィンドウに必要な情報を入力し
たら、[ 変更の適用 ] をクリックします。ルータに送信する変更内容がない
場合は、[ 変更の適用 ] ボタンは無効になっています。

変更の破棄

[ イベント アクション オーバーライド ] ウィンドウに入力した、ルータに
は送信していない情報をクリアするには、[ 変更の破棄 ] をクリックしま
す。ルータへの配信待ちの変更内容がない場合は、[ 変更の破棄 ] ボタンは
無効になっています。

イベント アクション オーバーライドの追加または編集

イベント アクション オーバーライドを追加するには、イベント アクショ
ンを選択し、有効または無効にして、RR 範囲を指定します。イベント ア
クション オーバーライドを編集する場合は、イベント アクションを変更
できません。
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イベント アクション

次のいずれかのイベント アクションを選択します。

 • [ インラインで攻撃拒否 ] ― 攻撃者のアドレスが送信元である、このパ
ケットおよびこれ以降のパケットを、指定された期間にわたって送信
しません（インラインだけ）。

 • [Deny Connection Inline] ― このパケットおよびこれ以降のパケットを 
TCP フローで送信しません（インラインだけ）。

 • [Deny Packet Inline] ― このパケットを送信しません。

 • [Produce Alert] ― ログに <evIdsAlert> を書き込みます。

 • [Reset TCP Connection] ― TCP RESETS を送信して TCP フローをハイ
ジャックおよび終端します。

有効

イベント アクション オーバーライドを有効にする場合は [ はい ] を、無効
にする場合は、[ いいえ ] をクリックします。[ イベント アクション オー
バーライド ] ウィンドウからイベント アクション オーバーライドを有効ま
たは無効にすることもできます。

リスク評価

[ 小 ] ボックスに RR 範囲の下限を入力し、[ 大 ] ボックスに範囲の上限
を入力します。イベントの RR 値が指定された範囲内である場合は、[ イベ
ント アクション ] で指定されたオーバーライドが Cisco IOS IPS により追加
されます。たとえば、[Deny Connection Inline] に 90 ～ 100 の RR 範囲が割
り当てられていて、RR が 95 のイベントが発生すると、Cisco IOS IPS でイ
ンラインの接続が拒否されます。

IPS の編集：SEAP 設定：イベント アクション フィルタ

イベント アクション フィルタを使用すると、Cisco IOS IPS ですべてのア
クションを実行したり、イベント全体を削除したりする必要なく、1 つの
イベントに対する応答として個別のアクションを実行できます。フィルタ
は、アクションをイベントから削除する働きをします。イベントからすべ
てのアクションを削除するフィルタは、実質的にイベントを消滅させま
28-35
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 28 章     Cisco IOS IPS         
IPS の編集
す。イベント アクション フィルタは、順序付きのリストとして処理され
ます。リスト内でフィルタを上下に移動して、あるフィルタがルータで別
のフィルタより前に処理されるように設定できます。

[ イベント アクション フィルタ ] ウィンドウには、設定されているイベン
ト アクション フィルタが表示され、Cisco IOS IPS によって希望の順序で
フィルタが処理されるようにフィルタ リストの順番を変更できます。

イベント アクション フィルタの使用

イベント アクション フィルタの使用を有効にするには、[ イベント アク
ション フィルタの使用 ] チェック ボックスを選択します。イベント アク
ション フィルタが有効になっているかどうかにかかわらず、イベント ア
クション フィルタを追加、編集、および削除したり、リストを再編成し
てルータでフィルタが処理される順序を指定したりできます。

Event Action Filter List エリア

Event Action Filter List エリアのカラムの説明については、「イベント アク
ション フィルタの追加または編集」を参照してください。

Event Action Filter List のボタン

Event Action Filter List のボタンを使用すると、イベント アクション フィ
ルタを作成、編集、および削除したり、各イベント アクション フィルタ
を希望の順序でリスト内に配置したりできます。ボタンについては、次の
セクションで説明しています。

すべて選択

[ すべて選択 ] ボタンは、[ 有効 ]、[ 無効 ]、および [ 削除 ] ボタンと連動しま
す。すべてのイベント アクション フィルタを有効または無効にするには、
[ すべて選択 ] をクリックして、[ 有効 ] または [ 無効 ] をクリックします。す
べてのイベント アクション フィルタを削除するには、[ すべて選択 ] をク
リックして、[ 削除 ] をクリックします。

追加

リストの 後にイベント アクション フィルタを追加するには、[ 追加 ] ボ
タンをクリックします。フィルタのデータを入力できるダイアログが表示
されます。
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上に挿入

新しいイベント アクション フィルタを既存のフィルタの上に挿入するに
は、既存のフィルタ エントリを選択して、[ 上に挿入 ] をクリックします。
フィルタのデータを入力できるダイアログが表示されます。

下に挿入

新しいイベント アクション フィルタを既存のフィルタの下に挿入するに
は、既存のフィルタ エントリを選択して、[ 下に挿入 ] をクリックします。
フィルタのデータを入力できるダイアログが表示されます。

上へ移動

イベント アクション フィルタを選択して、[ 上へ移動 ] ボタンをクリック
すると、フィルタをリスト内で上に移動できます。

下へ移動

イベント アクション フィルタを選択して、[ 下へ移動 ] ボタンをクリック
すると、フィルタをリスト内で下に移動できます。

編集

選択したイベント アクション フィルタを編集するには、[ 編集 ] ボタンを
クリックします。

有効

選択したイベント アクション フィルタを有効にするには、[ 有効 ] ボタン
をクリックします。すべてのイベント アクション フィルタを有効にする
には、[ すべて選択 ] をクリックしてから、[ 有効 ] をクリックします。

無効

選択したイベント アクション フィルタを無効にするには、[ 無効 ] ボタン
をクリックします。すべてのイベント アクション フィルタを無効にする
には、[ すべて選択 ] をクリックしてから、[ 無効 ] をクリックします。

削除

選択したイベント アクション フィルタを削除するには、[ 削除 ] ボタンを
クリックします。すべてのイベント アクション フィルタを削除するには、
[ すべて選択 ] をクリックしてから、[ 削除 ] をクリックします。
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変更の適用

このウィンドウに必要な情報を入力したら、[ 変更の適用 ] をクリックしま
す。ルータに送信する変更内容がない場合は、[ 変更の適用 ] ボタンは無効
になっています。

変更の破棄

このウィンドウに入力した、ルータには送信していない情報をクリアする
には、[ 変更の破棄 ] をクリックします。ルータへの配信待ちの変更内容が
ない場合は、[ 変更の破棄 ] ボタンは無効になっています。

イベント アクション フィルタの追加または編集

次に、[イベント アクション フィルタの追加 ] および [イベント アクション 
フィルタの編集 ] ダイアログのフィールドについて説明します。

名前

Cisco CP では、イベント アクション フィルタに Q00000 で始まる名前が付
けられます。イベント アクション フィルタを追加するたびに、名前の数
字部分が 1 ずつ増加します。自分で選んだ名前を入力することもできま
す。イベント アクション フィルタを編集する場合、[ 名前 ] フィールドは
読み取り専用です。

有効

イベント アクション フィルタを有効にする場合は [ はい ] を、無効にする
場合は、[ いいえ ] をクリックします。[ イベント アクション フィルタ ] 
ウィンドウからイベント アクション フィルタを有効または無効にするこ
ともできます。

シグニチャ ID

[ シグニチャ ID] には、900 ～ 65535 のシグニチャ ID の範囲を入力するか、
その範囲内の 1 つの ID を入力します。範囲を入力する場合は、範囲の上
限と下限をダッシュ（-）で区切って入力します（たとえば、

「988-5000」）。
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サブシグニチャ ID

[ サブシグニチャ ID] には、0 ～ 255 のサブシグニチャ ID の範囲を入力す
るか、その範囲内の 1 つのサブシグニチャ ID を入力します。範囲を入力
する場合は、範囲の上限と下限をダッシュ（-）で区切って入力します

（たとえば、「70-200」）。

攻撃者のアドレス

[ 攻撃者のアドレス ] には、0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 のアドレスの範囲を
入力するか、その範囲内の 1 つのアドレスを入力します。範囲を入力する
場合は、範囲の上限と下限をダッシュ（-）で区切って入力します（たと
えば、「192.168.7.0-192.168.50.0」）。

攻撃者のポート

[ 攻撃者のポート ] には、0 ～ 65535 のポート番号の範囲を入力するか、そ
の範囲内の 1 つのポート番号を入力します。範囲を入力する場合は、範囲
の上限と下限をダッシュ（-）で区切って入力します（たとえば、

「988-5000」）。

被害先のアドレス

[ 被害先のアドレス ] には、0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 のアドレスの範囲を
入力するか、その範囲内の 1 つのアドレスを入力します。範囲を入力する
場合は、範囲の上限と下限をダッシュ（-）で区切って入力します（たと
えば、「192.168.7.0-192.168.50.0」のように入力します）。

被害先のポート

[ 被害先のポート ] には、0 ～ 65535 のポート番号の範囲を入力するか、そ
の範囲内の 1 つのポート番号を入力します。範囲を入力する場合は、範囲
の上限と下限をダッシュ（-）で区切って入力します（たとえば、

「988-5000」）。

リスク評価

[ リスク評価 ] には、0 ～ 100 の RR 範囲を入力します。
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削除するアクション

一致するイベントから削除するアクションをクリックします。一致するイ
ベントから複数のアクションを削除する場合は、Ctrl キーを押したまま対
象のイベントを選択します。このフィルタに選択するすべてのイベント
は、[ イベント アクション フィルタ ] ウィンドウに表示されます。

一致で停止

このイベント アクション フィルタに一致するイベントが発生したときに 
Cisco IOS IPS を停止する場合は、[ はい ] をクリックします。Cisco IOS IPS 
で、一致するイベントを他の残りのフィルタに対して評価する場合は、
[ いいえ ] をクリックします。

コメント

このフィルタの目的を説明するコメントを追加できます。このフィールド
はオプションです。

IPS の編集：シグニチャ

Cisco IOS IPS では、トラフィックを既知の攻撃のシグニチャと比較するこ
とによって、侵入を防ぎます。Cisco IOS IPS をサポートする Cisco IOS イ
メージには、使用可能なビルトイン シグニチャがあります。また、トラ
フィックの検査時に使用するルータのシグニチャを Cisco IOS IPS でイン
ポートすることもできます。インポートされたシグニチャは、シグニチャ
定義ファイル（SDF）に格納されます。

このウィンドウでは、ルータに設定されている Cisco IOS IPS のシグニ
チャを表示できます。カスタマイズしたシグニチャを追加することも、
Cisco.com からダウンロードした SDF からシグニチャをインポートするこ
ともできます。また、シグニチャの編集、削除、有効化、および無効化も
可能です。

Cisco IOS IPS には、ルータが対応しているシグニチャが定義された SDF 
が付属しています。Cisco IOS IPS に付属している SDF、および Cisco IOS 
IPS での SDF の使用方法の詳細については、「IPS で用意されているシグニ
チャ定義ファイル」を参照してください。
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シグニチャ ツリー

[ シグニチャ ] ツリーでは、表示するシグニチャのタイプに応じて、右側の
シグニチャ リストにフィルタを適用できます。まず、表示する一般的な
タイプのシグニチャのブランチを選択します。シグニチャ リストには、
選択したタイプの設定済みシグニチャが表示されます。ブランチの左側に
プラス（+）記号が表示されている場合は、フィルタの絞り込みに使用で
きるサブカテゴリがあります。+ 記号をクリックしてブランチを開いてか
ら、表示するシグニチャのサブカテゴリを選択します。シグニチャ リス
トが空白の場合は、そのタイプで使用できるシグニチャは設定されていま
せん。

たとえば、攻撃シグニチャをすべて表示する場合は、ブランチの [Attack] 
フォルダをクリックします。攻撃シグニチャの表示にフィルタを適用する
ために使用できるサブカテゴリを表示する場合は、[Attack] フォルダの横
にある + 記号をクリックします。サービス拒否（DoS）シグニチャを表示
する場合は、[DoS] フォルダをクリックします。

インポート ボタン

PC またはルータからシグニチャ定義ファイルをインポートする場合にク
リックします。ファイルを指定すると、そのファイル内の使用可能なシグ
ニチャが表示され、その中からルータにインポートするシグニチャを選択
できます。インポートするシグニチャの選択方法の詳細については、「シ
グニチャのインポート」を参照してください。

注 ルータに DOS ベースのファイル システムがある場合、シグニチャはルー
タからしかインポートできません。

SDF は、シスコから入手できます。Cisco.com から SDF をダウンロードす
るには、次の URL をクリックします（ログインが必要です）。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ios-sigup

シスコでは、新たな脅威に関する情報を提供する Alert Center を運営して
います。詳細については、「Cisco セキュリティ センター」を参照してく
ださい。
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選択肢リストおよび条件リスト

[ 選択肢 ] ドロップダウン リストと [ 条件 ] ドロップダウン リストを使用す
ると、表示するシグニチャのタイプに応じてリストの項目にフィルタを適
用できます。まず、[ 選択肢 ] ドロップダウン リストで条件を選択し、次に 
[ 条件 ] ドロップダウン リストで条件の値を選択します。

たとえば、[ 選択肢 ] リストで [ エンジン ] を選択すると、条件が [ エンジン ] 
に変更され、[Atomic.ICMP] や [Service.DNS] などの使用可能なエンジンの
いずれかを選択できます。

[Sig ID] または [Sig Name]（シグニチャ名）を選択した場合は、[ 条件 ] 
フィールドに値を入力する必要があります。

合計 [n] 新規 [n] 削除 [n]

このテキストは、新しいシグニチャと削除されたシグニチャの合計を示し
ます。

すべて選択

リスト内のすべてのシグニチャを選択する場合にクリックします。

追加

次のいずれかを実行する場合は [ 追加 ] をクリックします。

 • [ 新規追加 ] ― 新しいシグニチャを追加し、表示されたダイアログでシ
グニチャのパラメータを入力する場合に選択します。

 • [ 複製 ] ― 複製オプションは、ハードコードされたエンジンに属さない
シグニチャが指定された場合に有効になります。このオプションは、
シグニチャで Cisco IOS のハードコードされたエンジンのいずれかが
使用される場合は無効になります。

編集

指定したシグニチャのパラメータを編集する場合にクリックします。
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削除

[ 削除 ] をクリックすると、指定したシグニチャに、リストから削除するた
めのマークを付けることができます。削除したシグニチャを表示するに
は、[ 詳細 ] をクリックします。これらのシグニチャのステータスと処理の
詳細については、「削除するシグニチャ」を参照してください。

注 TrendMicro OPACL シグニチャについては、表示と監視は可能ですが、編
集、削除、有効化、および無効化は不可能です。TrendMicro OPACL シグ
ニチャが指定された場合、[ 編集 ]、[ 削除 ]、[ 有効 ]、[ 無効 ] の各ボタンは無
効になります。これらのシグニチャは、Cisco Incident Control Server に
よって制御されます。

有効

指定したシグニチャを有効にする場合は、[ 有効 ] をクリックします。有効
になっているシグニチャには、緑のチェックマークが付けられます。いっ
たん無効にした後で再度有効にしたシグニチャには、変更をルータに適用
しなければならないことを示す黄色の待機アイコンが [!] カラムに表示さ
れます。

無効

指定したシグニチャを無効にする場合は [ 無効 ] をクリックします。無効に
なっているシグニチャには、赤いアイコンが表示されます。シグニチャが
現在のセッションの間に無効になった場合は、変更をルータに適用しなけ
ればならないことを示す黄色の待機アイコンが [!] カラムに表示されます。

要約 / 詳細ボタン

削除のマークが付けられたシグニチャを表示または非表示にする場合にク
リックします。

シグニチャ リスト

ルータから取得されたシグニチャと、SDF から追加されたすべてのシグニ
チャが表示されます。
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注 インポートの対象として設定されている、展開済みのシグニチャと同じシ
グニチャはインポートされず、シグニチャ リストに表示されません。

シグニチャ リストには、選択コントロールを使用してフィルタを適用で
きます。

有効 有効なシグニチャには、緑のアイコンが表示される。有効
な場合は、シグニチャが検出されたときに指定されたアク
ションが実行される。

無効なシグニチャには、赤いアイコンが表示される。無効
な場合、アクションは無効になり実行されない。

アラート（!） このカラムには、黄色の [Wait]（待機）アイコンが表示さ
れる場合がある。

このアイコンは、ルータに配信されていない新しいシグニ
チャ、またはルータに配信されていない変更済みのシグニ
チャであることを示す。

Sig ID 数字のシグニチャ ID。たとえば、ICMP Echo Reply のシグ
ニチャ ID は 2000。

SubSig ID サブシグニチャ ID。

名前 シグニチャの名前。たとえば、ICMP Echo Reply。
アクション シグニチャが検出されたときに実行するアクション。

フィルタ 対応するシグニチャに関連付けられている ACL。
重大度 イベントの重大度レベル。重大度レベルは、情報、低、

中、および高。

エンジン シグニチャが属するエンジン。

右クリック コンテキスト メニュー

シグニチャを右クリックすると、次のオプションを選択可能な、Cisco CP 
のコンテキスト メニューが表示されます。
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 • [アクション ] ― シグニチャが一致するときに実行されるアクションを
選択する場合にクリックします。詳細については、「アクションの割
り当て」を参照してください。

 • [ 重大度の設定先 ] ― シグニチャの重大度のレベルを高、中、低、また
は情報に設定する場合にクリックします。

 • [デフォルトの復元 ] ― シグニチャのデフォルト値を復元する場合にク
リックします。

 • [フィルタの削除 ] ― シグニチャに適用されているフィルタを削除する
場合にクリックします。

 • [NSDB ヘルプ ]（CCO アカウントが必要）― ネットワーク セキュリ
ティ データベース（NSDB）についてのヘルプを表示する場合にク
リックします。

削除するシグニチャ

このエリアは、[ 詳細 ] ボタンをクリックすると、表示されます。ここに
は、シグニチャ リストから削除したシグニチャ、および削除マーク付き
シグニチャが表示されます。インポートされたシグニチャは、ルータにす
でに設定されているシグニチャを置き換えるように設定されているためで
す。詳細については、「シグニチャのインポート方法」を参照してくださ
い。

削除マークが付けられたシグニチャは、[ 変更の適用 ] をクリックするまで
は、Cisco IOS IPS でアクティブに設定されたままになります。[ シグニ
チャ ] ウィンドウを閉じて Cisco IOS IPS を無効にした場合は、Cisco IOS 
IPS が再度有効になったときにマーク付きのシグニチャが削除されます。

すべての削除の取り消しボタン

削除マーク付きシグニチャのリストにあるすべてのシグニチャを復元する
場合にクリックします。

削除の取り消しボタン

指定した削除マーク付きシグニチャを復元する場合にクリックします。ク
リックすると、シグニチャのマークが消え、アクティブなシグニチャのリ
ストに戻されます。
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変更の適用ボタン

新たにインポートしたシグニチャ、編集されたシグニチャ、および新たに
有効または無効にされたシグニチャをルータに配信する場合にクリックし
ます。変更が適用されると、黄色の [Wait]（待機）アイコンが [!] カラム
から削除されます。これらの変更は、ルータのフラッシュ メモリにある 
sdmips.sdf ファイルに保存されます。このファイルは、[ 変更の適用 ] を初
めてクリックしたときに自動的に作成されます。

注 シグニチャのインポートを試みるときに、それらのシグニチャがすべて展
開済みのシグニチャと同じである場合には、［変更の適用］ ボタンが無効
になります。

変更の破棄ボタン

これまでの変更を破棄する場合にクリックします。

注 シグニチャのインポートを試みるときに、それらのシグニチャがすべて展
開済みのシグニチャと同じである場合には、［変更の破棄］ ボタンが無効
になります。

被害先のポート

[ 被害先のポート ] には、0 ～ 65535 のポート番号の範囲を入力するか、そ
の範囲内の 1 つのポート番号を入力します。範囲を入力する場合は、範囲
の上限と下限をダッシュ（-）で区切って入力します（たとえば、

「988-5000」）。

リスク評価

[ リスク評価 ] には、0 ～ 100 の RR 範囲を入力します。

削除するアクション

一致するイベントから削除するアクションをクリックします。一致するイ
ベントから複数のアクションを削除する場合は、Ctrl キーを押したまま対
象のイベントを選択します。このフィルタに選択するすべてのイベント
は、[ イベント アクション フィルタ ] ウィンドウに表示されます。
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一致で停止

このイベント アクション フィルタに一致するイベントが発生したときに 
Cisco IOS IPS を停止する場合は、[ はい ] をクリックします。Cisco IOS IPS 
で、一致するイベントを他の残りのフィルタに対して評価する場合は、
[ いいえ ] をクリックします。

コメント

このフィルタの目的を説明するコメントを追加できます。このフィールド
はオプションです。

IPS の編集：シグニチャ

Cisco IOS IPS では、トラフィックを既知の攻撃のシグニチャと比較するこ
とによって、侵入を防ぎます。Cisco IOS IPS をサポートする Cisco IOS イ
メージには、使用可能なビルトイン シグニチャがあります。また、トラ
フィックの検査時に使用するルータのシグニチャを Cisco IOS IPS でイン
ポートすることもできます。インポートされたシグニチャは、シグニチャ
定義ファイル（SDF）に格納されます。

このヘルプ トピックでは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されて
いる場合に表示される [ シグニチャ ] ウィンドウについて説明します。

[ シグニチャ] ウィンドウでは、ルータに設定されている Cisco IOS IPS シグ
ニチャを表示できます。カスタマイズしたシグニチャを追加することも、
Cisco.com からダウンロードした SDF からシグニチャをインポートするこ
ともできます。シグニチャの編集、有効化、無効化、リタイア（除外）、
およびアンリタイア（除外解除）も実行できます。

シグニチャ ツリー

[ シグニチャ ] ツリーでは、表示するシグニチャのタイプに応じて、右側の
シグニチャ リストにフィルタを適用できます。まず、表示する一般的な
タイプのシグニチャのブランチを選択します。シグニチャ リストには、
選択したタイプの設定済みシグニチャが表示されます。ブランチの左側に
プラス（+）記号が表示されている場合は、フィルタの絞り込みに使用で
きるサブカテゴリがあります。+ 記号をクリックしてブランチを開いてか
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ら、表示するシグニチャのサブカテゴリを選択します。シグニチャ リス
トが空白の場合は、そのタイプで使用できるシグニチャは設定されていま
せん。

たとえば、攻撃シグニチャをすべて表示する場合は、ブランチの [Attack] 
フォルダをクリックします。攻撃シグニチャの表示にフィルタを適用する
ために使用できるサブカテゴリを表示する場合は、[Attack] フォルダの横
にある + 記号をクリックします。サービス拒否（DoS）シグニチャを表示
する場合は、[DoS] フォルダをクリックします。

インポート ボタン

PC またはルータからシグニチャ定義ファイルをインポートする場合にク
リックします。ファイルを指定すると、そのファイル内の使用可能なシグ
ニチャが表示され、その中からルータにインポートするシグニチャを選択
できます。インポートするシグニチャの選択方法の詳細については、「シ
グニチャのインポート」を参照してください。

注 ルータに DOS ベースのファイル システムがある場合、シグニチャはルー
タからしかインポートできません。

SDF は、シスコから入手できます。Cisco.com から SDF をダウンロードす
るには、次の URL をクリックします（ログインが必要です）。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ios-sigup

シスコでは、新たな脅威に関する情報を提供する Alert Center を運営して
います。詳細については、「Cisco セキュリティ センター」を参照してく
ださい。

選択肢リストおよび条件リスト

[ 選択肢 ] ドロップダウン リストと [ 条件 ] ドロップダウン リストを使用す
ると、表示するシグニチャのタイプに応じてリストの項目にフィルタを適
用できます。まず、[ 選択肢 ] ドロップダウン リストで条件を選択し、次に 
[ 条件 ] ドロップダウン リストで条件の値を選択します。

たとえば、[ 選択肢 ] リストで [ エンジン ] を選択すると、条件が [ エンジン ] 
に変更され、[Atomic.ICMP] や [Service.DNS] などの使用可能なエンジンの
いずれかを選択できます。
28-48
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ios-sigup


 

第 28 章     Cisco IOS IPS
IPS の編集 
[Sig ID] または [Sig Name]（シグニチャ名）を選択した場合は、[ 条件 ] 
フィールドに値を入力する必要があります。

合計 [n] 

このテキストは、ルータ上のシグニチャの合計数を示します。

コンパイル完了 [n]

このテキストは、ルータ上でコンパイルされたシグニチャの合計数を示し
ます。

すべて選択

リスト内のすべてのシグニチャを選択する場合にクリックします。

無効

指定したシグニチャを無効にする場合は [ 無効 ] をクリックします。無効に
なっているシグニチャには、赤いアイコンが表示されます。シグニチャが
現在のセッションの間に無効になった場合は、変更をルータに適用しなけ
ればならないことを示す黄色の待機アイコンが [!] カラムに表示されます。

リタイア

シグニチャがスキャンのためにコンパイルされないようにするには、[ リ
タイア ] をクリックします。

アンリタイア

シグニチャがスキャンのためにコンパイルされるようにするには、[ アン
リタイア ] をクリックします。

シグニチャ リスト

ルータから取得されたシグニチャと、SDF から追加されたすべてのシグニ
チャが表示されます。
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注 インポートの対象として設定されている、展開済みのシグニチャと同じシ
グニチャはインポートされず、シグニチャ リストに表示されません。

シグニチャ リストには、選択コントロールを使用してフィルタを適用で
きます。

有効 有効なシグニチャには、緑のアイコンが表示される。有効
な場合は、シグニチャが検出されたときに指定されたアク
ションが実行される。

無効なシグニチャには、赤いアイコンが表示される。無効
な場合、アクションは無効になり実行されない。

アラート（!） このカラムには、黄色の [Wait]（待機）アイコンが表示さ
れる場合がある。

このアイコンは、ルータに配信されていない新しいシグニ
チャ、またはルータに配信されていない変更済みのシグニ
チャであることを示す。

Sig ID 数字のシグニチャ ID。たとえば、ICMP Echo Reply のシグ
ニチャ ID は 2000。

SubSig ID サブシグニチャ ID。

名前 シグニチャの名前。たとえば、ICMP Echo Reply。
アクション シグニチャが検出されたときに実行するアクション。

重大度 イベントの重大度レベル。重大度レベルは、情報、低、
中、および高。

信頼度評価 シグニチャの信頼度評価。

リタイア True または False のいずれかの値。シグニチャがリタイア
になっている場合は True。そうでない場合は False。リタ
イアになっているシグニチャは、コンパイルされない。

エンジン シグニチャが属するエンジン。
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右クリック コンテキスト メニュー

シグニチャを右クリックすると、次のオプションを選択可能な、Cisco CP 
のコンテキスト メニューが表示されます。

 • [アクション ] ― シグニチャが一致するときに実行されるアクションを
選択する場合にクリックします。詳細については、「アクションの割
り当て」を参照してください。

 • [信頼度評価 ] ― シグニチャの信頼度評価を入力する場合にクリックし
ます。

 • [ 重大度の設定先 ] ― シグニチャの重大度のレベルを高、中、低、また
は情報に設定する場合にクリックします。

 • [デフォルトの復元 ] ― シグニチャのデフォルト値を復元する場合にク
リックします。

 • [NSDB ヘルプ ]（CCO アカウントが必要）― ネットワーク セキュリ
ティ データベース（NSDB）についてのヘルプを表示する場合にク
リックします。

変更の適用 

新たにインポートしたシグニチャ、編集されたシグニチャ、および新たに
有効または無効にされたシグニチャをルータに配信する場合は、[ 変更の
適用 ] をクリックします。変更が適用されると、黄色の [Wait]（待機）ア
イコンが [!] カラムから削除されます。これらの変更は、ルータのフラッ
シュ メモリにある sdmips.sdf ファイルに保存されます。このファイルは、
[ 変更の適用 ] を初めてクリックしたときに自動的に作成されます。

注 シグニチャのインポートを試みるときに、それらのシグニチャがすべて展
開済みのシグニチャと同じである場合には、［変更の適用］ ボタンが無効
になります。

変更の破棄

これまでの変更を破棄する場合は、[ 変更の破棄 ] をクリックします。

注 シグニチャのインポートを試みるときに、それらのシグニチャがすべて展
開済みのシグニチャと同じである場合には、［変更の破棄］ ボタンが無効
になります。
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シグニチャの編集

選択したシグニチャを編集するには、[ シグニチャの編集 ] ダイアログ内の
フィールドを使用します。変更内容はデルタ ファイルに格納されます。
このファイルはルータのフラッシュ メモリに保存されます。シグニチャ
の要素については、次のセクションで説明しています。

このヘルプ トピックでは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されて
いる場合に表示される [ シグニチャの編集 ] ウィンドウについて説明しま
す。

シグニチャ ID

対象のシグニチャに割り当てられた一意の数値です。Cisco IOS IPS では、
この値を使用して特定のシグニチャを識別します。

サブシグニチャ ID

対象のサブシグニチャに割り当てられた一意の数値です。サブシグニチャ 
ID は、広範にわたるシグニチャのバージョンをさらに細かく特定するた
めに使用されます。

Alert Severity

次のいずれかを選択して、アラートの重大度を分類します。高、中、低、
または情報。

Sig Fidelity Rating

シグニチャの信頼度評価は、シグニチャが true positive を生成する確実性
を数値で表すために、シグニチャの作成者によって設定される値です。こ
の値は、シグニチャが展開される前に設定され、シグニチャのパフォーマ
ンス データが使用可能な場合に調整できます。

Promiscuous Delta

無差別モードの差分は、ルータが無差別モードで動作しているときに、イ
ベントのリスク評価（RR）から削除される要素です。無差別モードの差
分は、システムが無差別モードで展開されている場合に、アラートが生成
されるたびに RR から削除されます。
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注 無差別モードの差分はシグニチャごとに再設定できますが、定義済みの無
差別モードの差分設定を変更することはお勧めしません。

Sig Description

シグニチャの説明には、シグニチャの名前とリリース、Cisco セキュリ
ティ センター から入手可能なアラートの意味、ユーザのコメント、およ
びその他の情報が含まれます。

エンジン

対象のシグニチャに関連付けられているシグニチャ エンジン。一般に使
用されるエンジンの 1 つは、Atomic IP という名前です。

[ エンジン ] ボックスの各フィールドでは、さまざまなタイプのシグニチャ 
パラメータを調整できます。たとえば、対象のシグニチャが一致してイベ
ントが生成されたときに実行されるアクションを指定したり、このシグニ
チャに一致するイベントを検査するようレイヤ 4 プロトコルを指定した
り、ヘッダー長やサービス タイプなどの IP パラメータを指定したりでき
ます。

Event Counter

[Event Counter] ボックスのコントロールを使用すると、以降のセクション
で説明するパラメータを指定できます。

Event Count
アラートが生成される前にイベントが発生する回数。

Event Count Key
イベントの発生回数のカウントに使用される情報のタイプ。たとえば、攻
撃者と被害先のアドレスとポートを両方選択した場合、各イベントについ
てこれら 4 つの情報が得られるごとに、カウントは 1 ずつ増加します。攻
撃者のアドレスを選択した場合は、その情報だけが必要となります。

Event Interval
イベントがログに送信される間隔（秒数）。[ はい ] を選択すると、秒数を
入力できる追加のフィールドが表示されます。
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Alert Frequency

Alert Frequency パラメータの目的は、ログに書き込まれるアラートのボ
リュームを減らすことです。

Summary Mode
次の 4 つのモードがあります。[Fire All]、[Fire Once]、[Summarize]、およ
び [Global Summarize] です。[Summary Mode] は現在のアラート ボリュー
ムに合わせて、動的に変更されます。たとえば、シグニチャを [Fire All] 
に設定しても、一定のしきい値に達すると、要約を開始するようになりま
す。

Summary Key
要約を行うタイミングの決定に使用される情報のタイプ。たとえば、攻撃
者と被害先のアドレスとポートを両方選択した場合、各イベントについて
これら 4 つの情報が得られるごとに、要約が行われます。攻撃者のアドレ
スを選択した場合は、その情報だけが必要となります。

Specify Global Summary Threshold
オプションで、イベントをログに要約するタイミングの決定に使用する数
字のしきい値を指定できます。[ はい ] を選択すると、グローバル要約しき
い値と、要約の間隔を指定できます。

ステータス

[ ステータス ] ボックスで、シグニチャを有効にするか、無効にするか、ま
たはリタイアにするかを指定できます。また、[ ステータス ] ボックスに
は、廃止したシグニチャを表示できます。

ファイルの選択

このウィンドウでは、ルータからファイルをロードできます。このウィン
ドウで表示できるのは DOSFS ファイル システムだけです。

ウィンドウの左側には、拡張可能なツリーが表示されます。このツリー
は、シスコ ルータのフラッシュ メモリおよびそのルータに接続されてい
る USB デバイスのディレクトリ システムを表します。
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ウィンドウの右側には、ウィンドウの左側で指定されたディレクトリ内に
あるファイルおよびディレクトリの名前のリストが表示されます。また、
各ファイルのサイズ（バイト単位）と、各ファイルおよびディレクトリの

終修正日時も表示されます。

ウィンドウの右側に表示されたリストで、ロードするファイルを選択でき
ます。ファイル リストの下にある [ ファイル名 ] フィールドには、指定し
たファイルのフル パスが表示されます。

注 ルータをプロビジョニングするコンフィギュレーション ファイルには、
CCCD ファイルまたは拡張子が .cfg のファイルを選択してください。

名前

ファイルやディレクトリを名前のアルファベット順に並べ替える場合は、
[ 名前 ] をクリックします。[ 名前 ] をもう一度クリックすると、順序が逆に
なります。

サイズ（バイト）

ファイルとディレクトリをサイズ順に並べ替える場合は、[ サイズ （バイ
ト）] をクリックします。ディレクトリのサイズは、空白でなくても常にゼ
ロ バイトと表示されます。[ サイズ （バイト）] をもう一度クリックする
と、順序が逆になります。

修正時刻

ファイルとディレクトリを修正日時の順に並べ替える場合は、[ 修正時刻 ] 
をクリックします。[ 修正時刻 ] をもう一度クリックすると、順序が逆にな
ります。

アクションの割り当て

このウィンドウには、シグニチャが一致したときに実行可能なアクション
が表示されます。使用可能なアクションはシグニチャによって異なります
が、 も一般的なアクションは、次のとおりです。

 • [alarm] ― アラーム メッセージを生成します。［produce-verbose-alert］ 
と同じです。
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 • [deny-attacker-inline] ― Cisco IOS IPS システムによって攻撃源とみなさ
れる IP アドレスからのトラフィックをすべて拒否する ACL を作成し
ます。［denyAttackerInline］ と同じです。

 • [deny-connection-inline] ― この TCP フロー上の特定のパケットおよび
それ以降のパケットをすべて破棄します。［produce-alert］ および 
[denyFlowInline] と同じです。

 • [deny-packet-inline] ― このパケットを送信しません（インラインの
み）。［drop］ と同じです。

 • [denyAttackerInline] ― Cisco IOS IPS システムによって攻撃源とみなさ
れる IP アドレスからのトラフィックをすべて拒否する ACL を作成し
ます。［deny-attacker-inline］ と同じです。

 • [denyFlowInline] ― 5-tuple（送信元および宛先の IP とポート、および 
14 プロトコル）に属する攻撃源とみなされる IP アドレスからのトラ
フィックをすべて拒否する ACL を作成します。[denyFlowInline] では、
[denyAttackerInline] よりも詳細な制御が可能です。［produce-alert］ お
よび [deny-connection-inline] と同じです。

 • ［drop］ ― 違反パケットを廃棄します。［deny-attacker-inline］ と同じで
す。

 • [produce-alert] ― アラートを生成します。［denyFlowInline］ および 
[deny-connection-inline] と同じです。

 • [produce-verbose-alert] ― 違反パケットの符号化されたダンプを含むア
ラートを生成します。［alarm］ と同じです。

 • ［reset］ ― 接続をリセットし、違反パケットを破棄します。
［reset-tcp-connection］ と同じです。

 • [reset-tcp-connection] ― TCP RESETS を送信して TCP フローを終端し
ます。［reset］ と同じです。

シグニチャのインポート

IPS をインポートするウィンドウを使用して、PC 上の SDF またはその他
のファイルからシグニチャをインポートします。このウィンドウには、使
用可能な SDF のシグニチャ、およびそのうちのいずれがルータに展開済
みであるかが示されます。
28-56
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 28 章     Cisco IOS IPS
IPS の編集 
シグニチャのインポート方法

シグニチャをインポートするには、次の手順に従ってください。

手順 1 [ シグニチャ ] ツリー、[ 選択肢 ] ドロップダウン リスト、および [ 条件リス
ト ] ドロップダウン リストを使用して、インポートするシグニチャを表示
します。

シグニチャのリストで、インポートしないシグニチャの [ インポート ] 
チェック ボックスの選択を解除します。すべてのシグニチャの [ インポー
ト ] チェック ボックスの選択を解除する場合は、[ すべての選択を解除 ] ボ
タンをクリックします。すると、このボタンは、[ すべて選択 ] に変わりま
す。

手順 2 使用するとルータのパフォーマンスが低下する可能性があるシグニチャの
インポートを回避する場合には、[ 無効として定義されているシグニチャ
をインポートしない ] チェック ボックスを選択します。

手順 3 ルータにすでに設定されているシグニチャにインポートしたシグニチャを
マージするには、[ マージ ] ボタンをクリックし、インポートしたシグニ
チャで置き換えるには、[ 置換 ] ボタンをクリックします。

詳細については、「マージ ボタン」と「置換ボタン」を参照してくださ
い。

手順 4 [IPS の編集 ] ウィンドウの [ 変更の適用 ] ボタンをクリックして、インポー
トされたシグニチャを展開します。

インポートされたシグニチャは、展開する前に変更できます。インポート
対象として設定されている、展開済みのシグニチャと同じシグニチャはイ
ンポートされません。すべてのインポートされたシグニチャが展開済みの
シグニチャと同じである場合には、［変更の適用］ ボタンが無効になりま
す。

シグニチャ ツリー

[ シグニチャ ] ツリーの説明が必要な場合は、「シグニチャ ツリー」を参照
してください。このウィンドウの [ シグニチャ ] ツリーを使用すると、イン
ポートするシグニチャをカテゴリ別に整理できます。
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たとえば、OS カテゴリのシグニチャとサービス カテゴリのシグニチャを
追加する場合を考えてみます。その場合は、ツリーの OS ブランチを選択
します。また、必要に応じて、UNIX ブランチや Windows ブランチなど、
それ以外のブランチをツリーから選択します。インポートするシグニチャ
のタイプが表示されていれば、シグニチャ リスト エリアで選択できます。
また、[ サービス ] ブランチを選択したり、必要に応じて、それ以外のサー
ビス シグニチャを選択したりすることもできます。

選択肢リストおよび条件リスト

[ 選択肢 ] リスト ボックスおよび [ 条件 ] リスト ボックスを使用すると、表
示するシグニチャのタイプに応じてリストの項目にフィルタを適用できま
す。まず、[ 選択肢 ] リストで条件を選択し、次に右側のリスト（[ 条件 ] リ
スト）で条件の値を選択します。

たとえば、[ 選択肢 ] リストで [ エンジン ] を選択すると、[ 条件 ] リストのラ
ベルが [ エンジン ] に変わり、[Atomic.ICMP] や [Service.DNS] などの使用
可能なエンジンのいずれかを選択できます。

[Sig ID] または [Sig Name]（シグニチャ名）を選択した場合は、[ 条件 ] リ
ストに値を入力する必要があります。

シグニチャ リスト エリア

シグニチャ リストには、[ シグニチャ ] ツリーで選択した条件に基づいて、
SDF で使用可能なシグニチャが表示されます。対象ルータですでに見つ
かっているシグニチャのテキストは青色です。

シグニチャ リスト エリアには次のカラムがあります。

 • [Sig ID] ― このシグニチャに割り当てられた一意の数値です。Cisco 
IOS IPS では、この値を使用して特定のシグニチャを識別します。

 • [ 名前 ] ― シグニチャの名前です（たとえば、FTP Improper Address）。

 • [ 重大度 ] ― 高、中、低、または情報。

 • [ 展開済み ] ― ルータにシグニチャがすでに展開されている場合は [ は
い ] と表示されます。ルータにシグニチャが展開されていない場合は 
[ いいえ ] と表示されます。

 • [ インポート ] ― シグニチャごとにチェック ボックスがあります。シグ
ニチャをインポートする場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。
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注 SDF または IOS-Sxxx.zip という名前の zip ファイルからインポートされた
すべてのシグニチャは、シグニチャ リストに表示できます。シグニチャ
が異なる名前の zip ファイルからインポートされた場合は、[ 選択肢 ] およ
び [ 条件 ] ドロップダウン リストで見つかったシグニチャのみが表示され
ます。

マージ ボタン

インポートするシグニチャとルータにすでに設定されているシグニチャを
マージする場合にクリックします。

置換ボタン

ルータにすでに設定されているシグニチャを、インポートするシグニチャ
に置き換える場合にクリックします。ルータにすでに設定されていても、
インポート中のシグニチャのリストに見つからないシグニチャには削除
マークが付けられ、[IPS の編集 ] > [ シグニチャ] の [ 削除するシグニチャ] 
に表示されます。詳細については、「削除するシグニチャ」を参照してく
ださい。

シグニチャの追加、編集または複製

このウィンドウには、次の「フィールドの定義」セクションで説明する
フィールドと値が表示されます。フィールドは、シグニチャによって異な
ります。したがって、このリストは、表示される可能性があるすべての
フィールドを網羅しているわけではありません。

フィールドの定義

[ シグニチャの追加 ]、[ シグニチャの編集 ]、[ シグニチャの複製 ] の各ウィ
ンドウには、次のフィールドがあります。

 • [SIGID] ― このシグニチャに割り当てられた一意の数値です。Cisco 
IOS IPS では、この値を使用して特定のシグニチャを識別します。

 • [SigName] ― シグニチャに割り当てられた名前です。

 • [SubSig] ― このサブシグニチャに割り当てられた一意の数値です。
subsig ID は、広範にわたるシグニチャのバージョンをさらに細かく特
定するために使用されます。
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 • [AlarmInterval] ― 一定時間後に発行するようにしたイベントに対する
特定の処理方法を指定します。Y 秒のインターバルで X 個までのア
ラームに抑えるには、[AlarmInterval] を Y、[MinHits] を X に設定しま
す。

 • [AlarmSeverity] ― このシグニチャのアラームの重大度です。

 • [AlarmThrottle] ― アラームの生成に使用されるテクニックです。

 • [AlarmTraits] ― このシグニチャについて詳しく説明するユーザ定義の
特性です。

 • [ChokeThreshold] ― AlarmThrottle のモードの自動切り替えを起動させ
る、インターバルごとのアラームのしきい値です。[ChokeThreshold] 
が定義されている場合、[ThrottleInterval] に設定されている間隔で大量
のアラームが発生すると、Cisco IOS IPS によって自動的に 
AlarmThrottle モードが切り替えられます。

 • [Enabled] ― シグニチャが有効かどうかを特定します。Cisco IOS IPS 
では、シグニチャで指定されたトラフィックから保護するには、その
シグニチャが有効になっていなければなりません。

 • [EventAction] ― このシグニチャが生成されたときに Cisco IOS IPS で
実行されるアクションです。

 • [FlipAddr] ― アラーム メッセージで、送信元と宛先のアドレス、およ
び関連付けられているポートがスワップされる場合は [True] です。ス
ワップされない（デフォルト）の場合は [False] です。

 • [MinHits] ― アラーム メッセージが送信される前に発生させる必要の
あるシグニチャの 小ヒット数を指定します。ヒットとは、アドレス 
キーにシグニチャが出現することです。

 • [SigComment] ― シグニチャのコメントまたは説明テキストです。

 • [SigVersion] ― シグニチャのバージョンです。

 • [ThrottleInterval] ― アラーム スロットルのインターバルを定義する秒
数です。これを [AlarmThrottle] パラメータと組み合わせて使用して、
特別なアラーム リミッタをチューニングします。

 • [WantFrag] ― [True] に設定すると、フラグメント化されたパケットの
みを検査できます。[False] に設定すると、フラグメント化されていな
いパケットのみを検査できます。フラグメント化されたパケットとフ
ラグメント化されていないパケットの両方を検査する場合には、
[undefined] を選択します。
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Cisco セキュリティ センター

Cisco セキュリティ センターでは、新たな脅威に関する情報を提供してお
り、これらの脅威からネットワークを保護するために使用できる Cisco 
IOS IPS シグニチャへのリンクが用意されています。シグニチャのレポー
トとダウンロードには、次のリンクからアクセスできます（ログインが必
要です）。

http://tools.cisco.com/MySDN/Intelligence/searchSignatures.x 

IPS で用意されているシグニチャ定義ファイル

ルータのメモリで対応可能な限り、できるだけ多くのシグニチャをルータ
で使用できるようにするため、Cisco CP には次の SDF のいずれかが付属
しています。

 • 256MB.sdf ― 使用可能な RAM 容量が 256MB を超えている場合。
256MB.sdf ファイルには、500 個のシグニチャが含まれています。

 • 128MB.sdf ― 使用可能な RAM 容量が 128 ～ 256MB の場合。
128MB.sdf ファイルには、300 個のシグニチャが含まれています。

 • attack-drop.sdf ― 使用可能な RAM 容量が 127MB 未満の場合。
attack-drop.sdf ファイルには、82 個のシグニチャが含まれています。

ルータで Cisco IOS バージョン 12.4(11)T 以降が実行されている場合は、
sigv5-SDM-Sxxx.zip という形式の名前が付けられた SDF ファイル（たとえ
ば、sigv5-SDM-S260.zip）を使用する必要があります。

注 256MB.sdf ファイルおよび 128MB.sdf ファイルで使用可能なシグニチャ エ
ンジンをすべて使用できるようにするには、ルータでリリース 12.3(14)T 
以降の Cisco IOS が実行されている必要があります。それよりも前にリ
リースされた Cisco IOS がルータで使用されている場合は、シグニチャ エ
ンジンの一部を使用できません。

ルータのメモリで SDF を使用するには、どの SDF がインストールされて
いるかを確認して、その SDF を使用するように Cisco IOS IPS を設定しま
す。この後の手順は、その方法を示したものです。
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メモリ内の SDF ファイルの確認

どの SDF ファイルがルータのメモリにあるかを確認するには、ルータへ
の Telnet セッションを開いて、show flash コマンドを入力します。出力結
果は、次のようになります。

System flash directory:
File  Length   Name/status
  1   10895320  c1710-k9o3sy-mz.123-8.T.bin
  2   1187840  ips.tar
  3   252103   attack-drop.sdf
  4   1038     home.shtml
  5   1814     sdmconfig-1710.cfg
  6   113152   home.tar
  7   758272   es.tar
  8   818176   common.tar
[14028232 bytes used, 2486836 available, 16515068 total]
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

この例では、attack-drop.sdf というファイルがルータのメモリ内にありま
す。ディスク ファイル システムを搭載したルータなど、一部のルータで
は、dir コマンドを実行して、ルータのメモリの内容を表示します。

SDF を使用するように IPS を設定

ルータのメモリで SDF を使用するように Cisco IOS IPS を設定するには、
次の手順を実行します。

手順 1 [ グローバル設定 ] をクリックします。

手順 2 [ 設定されている SDF の場所 ] リストで、[ 追加 ] をクリックします。

手順 3 表示されるダイアログ ボックスで、[ フラッシュ上の SDF を指定保存 ] を
クリックして、SDF ファイルの名前を入力します。

手順 4 [OK] をクリックして、このダイアログ ボックスを閉じます。
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セキュリティ ダッシュボード
セキュリティ ダッシュボードを使用すると、 新のセキュリティ脅威に
対応するシグニチャでルータを更新できます。セキュリティ ダッシュ
ボードを使用してシグニチャを展開するには、ルータで Cisco IOS IPS を
構成しておく必要があります。

高脅威テーブル

高脅威テーブルには、関連付けられたシグニチャのステータスが展開可能
または調査中と示されている場合に、シスコから提供される、 新の高脅
威のリストが表示されます。テーブルに表示される一部の高脅威は、ルー
タに展開できるシグニチャに関連付けられています。ルータですでに見つ
かっているシグニチャのテキストは青色です。

新の高脅威のリストを取得するには、[ 高脅威リストの更新 ] ボタンをク
リックします。

注 Cisco CP の [更新] ボタンまたはブラウザの [更新] コマンドを使用して高脅
威のリストを更新することはできません。

高脅威テーブルには、次のカラムがあります。

 • [デバイス ステータス] ― 脅威に関連付けられているシグニチャがルー
タですでに有効になっているかどうかを示します。[ デバイス ステー
タス ] カラムには、次の記号が表示されます。

シグニチャがルータですでに有効になっています。

シグニチャがルータで使用可能でないか、使用可能であっ
てもルータで有効になっていません。

 • [Sig ID] ― 脅威に関連付けられているシグニチャを識別する一意の番
号。

 • [SubSig ID] ― サブシグニチャを識別する一意の番号。脅威に関連付け
られているシグニチャにサブシグニチャがない場合、[SubSig ID] は 0 
です。
28-63
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 28 章     Cisco IOS IPS         
セキュリティ ダッシュボード
 • [ 名前 ] ― 脅威に与えられた名前。

 • [ 緊急度 ] ― 脅威のレベルが高（優先メンテナンス）か、または標準
（標準メンテナンス）かを示します。

 • [脅威ステータス ] ― 脅威に関連付けられているシグニチャが使用可能
か、またはまだ調査中かを示します。

 • [展開 ] ― 脅威に関連付けられているシグニチャが展開可能となってい
る場合に選択できる、チェック ボックスがあります。

SDF の選択

[ 参照 ] ボタンをクリックして、使用する Cisco IOS SDF ファイルを選択し
ます。Cisco IOS SDF ファイルは、PC 上に配置されている必要がありま
す。ファイル名の形式は、ルータで実行されている Cisco IOS のバージョ
ンによって異なります。

 • ルータで 12.4(11)T より前の Cisco IOS イメージが実行されている場
合、SDF の名前は IOS-Sxxx.zip という形式である必要があります。xxx 
は 3 桁の数字を表します。たとえば、Cisco IOS IPS SDF ファイルは 
IOS-S193.zip という名前になります。

 • ルータでバージョン 12.4(11)T 以降の Cisco IOS イメージが実行されて
いる場合、SDF の名前は sigv5-SDM-Sxxx.zip という形式である必要が
あります。たとえば、sigv5-SDM-S260.zip のようになります。

選択する Cisco IOS SDF ファイルの場所は、SDF ファイルのロケーション 
フィールドに表示されます。SDF ファイルのロケーション フィールドは
読み取り専用です。

Cisco IOS SDF ファイルを 初にダウンロードした後は、Cisco CP でファ
イルの場所が記憶されます。次回セキュリティ ダッシュボードをロード
するとき、Cisco CP ではファイル名の 3 桁の数字に基づいて、 新の 
Cisco IOS SDF ファイルが選択されます。

注 名前に も大きい 3 桁の数字が含まれる Cisco IOS SDF ファイルが 新の
ファイルです。

高脅威テーブルからのシグニチャの展開

高脅威テーブルからシグニチャを展開する前に、次のことを確認してくだ
さい。
28-64
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 28 章     Cisco IOS IPS
IPS 移行 
 • ルータに Cisco IOS IPS が構成されている。

 • PC に 新の Cisco IOS ファイルがダウンロードされている。

高脅威テーブルからシグニチャを展開するには、次の手順に従ってくださ
い。

手順 1 [ 高脅威リストの更新 ] ボタンをクリックして、 新の高脅威リストがある
ことを確認します。

手順 2 [ 展開 ] カラムで、高脅威テーブルから展開する各高脅威のシグニチャの
チェック ボックスを選択します。

ステータスが [シグニチャ使用可能] となっている高脅威のみを選択できま
す。[ デバイスス テータス ] カラム内で赤色のアイコンの付いた使用可能な
シグニチャが、自動的に [ 展開 ] に設定されます。

手順 3 新のシグニチャ ファイルを使用していることを確認する必要がある場
合には、[ 参照 ] ボタンをクリックして、 新の Cisco IOS ファイルを選択
します。

この操作は、セキュリティ ダッシュボードで前回 新の SDF ファイルを
設定してから SDF ファイルの場所を変更した場合、またはファイル名の
形式が IOS-Sxxx.zip（xxx は 3 桁の数字）でない場合に、実行する必要があ
ります。

手順 4 [ シグニチャの展開 ] ボタンをクリックして、選択したシグニチャをルータ
に展開します。

選択したシグニチャのいずれかが Cisco IOS ファイルに見つからない場合
は、警告が表示されます。ただし、見つかったシグニチャはすべて展開で
きます。ルータに展開した後、シグニチャは自動的に有効となり、ルータ
のアクティブなシグニチャ リストに追加されます。

IPS 移行
既存の Cisco IOS IPS 設定があり、それを Cisco IOS 12.4(11)T 以降で使用可
能な Cisco IOS IPS に移行する場合は、IPS 移行ウィザードを使用できま
す。
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IPS 移行
注 バージョン 12.4(11)T 以降の Cisco IOS イメージを使用しているルータで 
Cisco IOS IPS を使用するには、それ以前のバージョンで作成された設定を
移行する必要があります。設定を移行しない場合、設定コマンドは変更さ
れませんが、Cisco IOS IPS は動作しません。

移行プロセスを開始するには [IPS 移行ウィザードの起動 ] ボタンをクリッ
クします。

移行ウィザード：ようこそ

移行ウィザードの [ ようこそ ] 画面には、このウィザードで実行できるタス
クが表示されます。IPS 移行ウィザードを実行しない場合は、[ キャンセ
ル ] をクリックします。

IPS 移行ウィザードは、ルータで Cisco IOS 12.4(11)T 以降が実行されてい
る場合に使用できます。

移行ウィザード：IOS IPS バックアップ シグニチャ ファ
イルの選択

バックアップ ファイルには、移行される Cisco IOS IPS 情報が含まれます。
これは、attack-drop.sdf や 128MB.sdf などの、シグニチャ定義ファイル

（SDF）である場合があります。シグニチャを無効にしたり、特定のシグ
ニチャの属性を変更するなど、シグニチャ情報に変更を加えた場合は、変
更の記録が別のファイルに保存されます。Cisco CP を使用して変更を行っ
た場合は、変更内容が sdmips.sdf という名前のファイルに保存されます。
このファイルはルータのフラッシュ メモリに保存されます。手動で変更
を行った場合は、ファイルに別の名前を付け、バックアップ コピーを PC 
に保存した可能性があります。

バックアップ ファイルのフィールドの横にある [...] ボタンをクリックする
と、ダイアログが表示され、ルータのフラッシュ メモリまたは PC 上でこ
のバックアップ ファイルを参照できます。
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シグニチャ ファイル

このダイアログでは、バックアップのシグニチャ ファイルの場所を指定
します。

フラッシュにシグニチャ ファイルを指定

バックアップ シグニチャ ファイルがフラッシュ メモリに保存されている
場合は、このフィールドの横にある矢印ボタンをクリックして、ファイル
を選択します。

PC にシグニチャ ファイルを指定

バックアップ シグニチャ ファイルが PC に保存されている場合は、この
フィールドの横にある [ 参照 ] ボタンをクリックして、ファイルに移動しま
す。

Java ヒープ サイズ
Cisco CP では、Java のヒープ サイズが SDM の機能をサポートできるだけ
の大きさでない場合に、Java ヒープ サイズ ウィンドウが表示されます。
次の手順を実行して、ヒープ サイズをウィンドウに表示される値に設定
します。

手順 1 Cisco CP を終了します。

手順 2 [ スタート ] > [ コントロール パネル ] > [Java] をクリックします。

手順 3 [Java ランタイム設定 ] ダイアログを開きます。このダイアログの場所は、
リリースにより異なります。

a. [ 詳細 ] タブをクリックします。[Java ランタイム設定 ] ダイアログを見
つけて、手順 4 に進みます。[ 詳細 ] タブからダイアログを使用できな
い場合は、b. に進みます。

b. [Java] タブをクリックします。[Java ランタイム設定 ] ダイアログを見
つけます。必要に応じて [ 表示 ] ボタンをクリックしてダイアログを表
示し、手順 4 に進みます。
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Java ヒープ サイズ
手順 4 [Java ランタイム パラメータ ] カラムに、ウィンドウに示された値を入力し
ます。たとえば、ウィンドウに値 -Xmx256m を使用する必要があると表示
されている場合は、その値を [Java ランタイム パラメータ ] カラムに入力
します。次の表は、値の例を示しています。

製品名 バージョン 場所
Java ランタイム 
パラメータ

JRE 1.5.0_08 C:\Program Files\java\jre1.5.0_08 -Xmx256m

手順 5 [Java ランタイム設定 ] ダイアログで [OK] をクリックします。

手順 6 Java コントロール パネルで [ 適用 ] をクリックし、次に [OK] をクリックし
ます。

手順 7 Cisco CP を再起動します。
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ネットワーク モジュール管理

ルータのネットワーク モジュールが、侵入検出システム（IDS）などの他
のアプリケーションによって管理されている場合に、それらのアプリケー
ションを Cisco Configuration Professional（Cisco CP）で起動できます。

IDS ネットワーク モジュール管理
Cisco IDS ネットワーク モジュールがルータにインストールされている場
合は、その基本的なステータス情報がこのウィンドウに表示されます。
IDS ネットワーク モジュールが設定されている場合は、このウィンドウで 
IDS ネットワーク モジュール上の Intrusion Detection Device Manager

（IDM）ソフトウェアを起動したり、IDS ネットワーク モジュールで監視
するルータ インターフェイスを選択したりできます。

Cisco CP で IDS ネットワーク モジュールが設定されていないことが検出
された場合、その設定を行うためにネットワーク モジュールとのセッ
ションを開くように求められます。このセッションには、Telnet または 
SSH を使用できます。

IDS ネットワーク モジュール制御ボタン

Cisco CP では、このウィンドウから多数の基本コマンドを IDS ネットワー
ク モジュールに発行できます。

リロード

IDS ネットワーク モジュール オペレーティング システムをリロードする
場合にクリックします。
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IDS ネットワーク モジュール管理
リセット

IDS ネットワーク モジュール ハードウェアをリセットする場合にクリッ
クします。失敗状態から回復するとき、または IDS ネットワーク モ
ジュールをシャットダウンした後は、[ リセット ] ボタンだけを使用してく
ださい。

シャットダウン

IDS ネットワーク モジュールをシャットダウンする場合にクリックしま
す。ルータからモジュールを削除する前に、必ずシャットダウンを実行す
る必要があります。

IDM の起動

IDS モジュールで IDM ソフトウェアを起動する場合にクリックします。
IDM ソフトウェアを起動すると、Cisco CP で、IDS モジュールの外部
ファースト イーサネット インターフェイスの IP アドレスを入力するよう
に求めるダイアログ ボックスが表示されます。正しいアドレスが取得さ
れると、Cisco CP で IDM ウィンドウが開かれます。このダイアログ ボッ
クスの詳細については、「IP アドレスの特定」を参照してください。

IDM アプリケーションの実行方法の詳細については、次のリンク先のド
キュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/csids10/index.htm

更新

ステータスの表示を更新する場合にクリックします。

IDS ネットワーク モジュール ステータス

このエリアには、IDS ネットワーク モジュールの全般的なステータスが表
示されます。次のタイプの情報が含まれています。

 • [ サービス モジュール ] ― ネットワーク モジュールの名前。

 • [ 状態 ] ― ネットワーク モジュールの状態。状態には、Steady、
Shotdown、Failed があります。

 • [ ソフトウェア バージョン ] ― モジュールで実行されている IDM ソフ
トウェアのバージョン。

 • [ モデル ] ― ネットワーク モジュールのモデル番号。

 • [ メモリ ] ― ネットワーク モジュールで使用できるメモリの容量。
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IDS ネットワーク モジュール管理  
IDS NM 監視インターフェイス設定

ウィンドウのこのエリアには、監視のために IDS ネットワーク モジュー
ルにトラフィックを送信しているルータ インターフェイスが表示されま
す。

インターフェイス名の横にチェックマーク アイコンが表示され
ている場合は、IDS ネットワーク モジュールによってそのイン
ターフェイス上のトラフィックが監視されていることを示して
います。

インターフェイス名の横に X の赤いアイコンが表示されている
場合は、IDS ネットワーク モジュールによってそのインター
フェイス上のトラフィックが監視されていないことを示してい
ます。

設定

このリストでインターフェイスを追加または削除する場合にクリックしま
す。[ 設定 ] をクリックすると、Cisco CP では、IDS ネットワーク モジュー
ルが設定されていること、およびルータで IDS ネットワーク モジュール
との通信に必要な設定がすべて済んでいることが確認されます。設定され
ていない項目がある場合、Cisco CP では、設定済みの項目と未設定の項目
を示すチェックリストが表示されます。未設定の項目は、クリックすると
設定できます。設定が完了し、これらの項目が設定済みであることが 
Cisco CP で再確認されると、[IDS ネットワーク モジュール インターフェ
イス設定 ] リストでインターフェイスを追加または削除できるようになり
ます。

IDS センサ インターフェイスの IP アドレス

Cisco CP と IDS ネットワーク モジュールとの通信では、そのモジュール
の内部ファースト イーサネット インターフェイスの IP アドレスを使用す
る必要があります。このウィンドウは、Cisco CP でこの IP アドレスを検
出できないときに表示されます。このウィンドウを使用すると、Cisco CP 
を終了しなくても IP アドレスを入力できます。IDS ネットワーク モ
ジュールにスタティック IP アドレスが設定されているか、IDS ネットワー
ク モジュールが IP アンナンバードとして IP アドレスを持つ別のインター
フェイスに設定されている場合は、このウィンドウは表示されません。
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IDS ネットワーク モジュール管理
このウィンドウに IP アドレスを入力すると、新しいループバック イン
ターフェイスが作成されることがあります。ループバック インターフェ
イスは、[ インターフェイスと接続 ] ウィンドウに表示されます。入力する 
IP アドレスは、ルータによってのみ参照されます。したがって、どのよう
なアドレスでも使用できます。

IP アドレス

IDS センサ インターフェイスで使用する IP アドレスを入力します。Cisco 
CP では次の処理が実行されます。

 • ループバック インターフェイスを作成する。可能な場合は数値 255 が
使用され、使用できない場合は別の数値が使用されます。このループ
バック インターフェイスは、[ インターフェイスと接続 ] ウィンドウに
表示されます。

 • 入力した IP アドレスをループバック インターフェイスに設定する。

 • IDS ネットワーク モジュールの IP アンナンバードをループバック イ
ンターフェイスに設定する。

 • IDS ネットワーク モジュールが既存のループバック インターフェイス
への IP アンナンバードにすでに設定されていても、そのインターフェ
イスに有効な IP アドレスがない場合は、このウィンドウで入力した 
IP アドレスがループバック インターフェイスに割り当てられる。

IP アドレスの特定

このウィンドウは、管理するネットワーク モジュールの IP アドレスを 
Cisco CP で特定する必要がある場合に表示されます。これは通常、モ
ジュールの外部イーサネット インターフェイスの IP アドレスです。Cisco 
CP では、管理アプリケーションが前回実行されたときに使用されたアド
レスをそのまま使用できます。また、IP アドレスの検出を試みることも、
このウィンドウに入力されたアドレスを使用することもできます。

いずれかの方法を選択して、[OK] をクリックします。選択した方法が失
敗した場合は、別の方法を選択できます。
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IDS ネットワーク モジュール管理  
後に認識された IP アドレスを使用する

これをクリックすると、Cisco CP では、このネットワーク モジュールの管
理アプリケーションが前回実行されたときに使用された IP アドレスが使
用されます。このオプションは、管理アプリケーションが 後に実行され
てからモジュールの IP アドレスが変更されていず、Cisco CP によるアド
レス検索を実行しない場合に使用します。

Cisco CP で IP アドレスを検出する 

これをクリックすると、Cisco CP ではネットワーク モジュールの IP アド
レスの検出が試みられます。IP アドレスがわからず、Cisco CP とネット
ワーク モジュールとの接続に 後に使用されたアドレスが現時点でも正
しいかどうか確認できない場合には、このオプションを使用できます。

指定する

ネットワーク モジュールの IP アドレスがわかっている場合は、このオプ
ションを選択してアドレスを入力します。Cisco CP ではそのアドレスが記
憶されるので、次回ネットワーク モジュールを起動するときは [ 後に認
識された IP アドレスを使用する ] を選択できます。

IDS NM 設定のチェックリスト

[IDS ネットワーク モジュール管理 ] ウィンドウの [ 設定 ] をクリックして、
トラフィックを分析するルータ インターフェイスを指定するときに、IDS 
ネットワーク モジュールまたはルータで 2 つのデバイス間の通信に必要な
設定がされていないと、このウィンドウが表示されます。ウィンドウに
は、必要な設定が表示されます。場合によっては、Cisco CP 内で設定を完
了できます。

[ アクション ] カラムの横のチェックマークは設定済みを意味しま
す。

[ アクション ] カラムの横の X アイコンは、ルータと IDS ネットワー
ク モジュールとの通信を可能にするためには、その設定が必要で
あることを示します。
29-5
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 29 章     ネットワーク モジュール管理        

IDS ネットワーク モジュール管理
IDS NM センサ インターフェイス

この行の [ アクション ] カラムに X アイコンが表示されている場合
は、IDS NM センサ インターフェイスに IP アドレスが設定されてい
ません。この行をダブルクリックして、表示されたダイアログに 
IDS センサの IP アドレスを入力してください。IDS センサの IP ア
ドレスは、Cisco CP およびルータで IDS ネットワーク モジュール
との通信に使用されるアドレスです。この IP アドレスには、プラ
イベート アドレスを入力できます。その場合は、そのセンサがイ
ンストールされているルータ以外のホストはそのアドレスにアクセ
スできません。

日付と時刻

この行の [ アクション ] カラムに X アイコンが表示されている場合
は、ルータのクロックが設定されていないことを意味します。この
行をダブルクリックして、[ 日付と時刻のプロパティ ] ウィンドウに
日付と時刻の設定を入力してください。

IP CEF 設定

この行の [ アクション ] カラムに X アイコンが表示されている場合
は、ルータで Cisco Express Forwarding （CEF）が有効になっていま
せん。この行をダブルクリックし、[ はい ] をクリックして、ルータ
で IP CEF を有効にしてください。

IDS NM 初期セットアップ

この行の [ アクション ] カラムに X アイコンが表示されている場合
は、IDS ネットワーク モジュールのデフォルト IP アドレスが変更
されていないことが Cisco CP で検出されています。この行をダブル
クリックすると、Cisco CP で IDS モジュールとのセッションを開い
て設定を完了するように求められます。このセッションには、
Telnet または SSH を使用できます。
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ネットワーク モジュール ログイン  
IDS モジュールの設定の詳細については、次のリンク先のドキュメントを
参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/csids10/index.htm

更新

設定を修正したら、このボタンをクリックして、チェックリストを
更新できます。[ アクション ] カラムに X アイコンが表示されている
場合は、まだ設定が完了していません。

IDS NM インターフェイス監視設定

このウィンドウでは、IDS ネットワーク モジュールでトラフィックを監視
するルータ インターフェイスを選択します。

監視対象インターフェイス

このリストには、IDS ネットワーク モジュールによりトラフィックが監視
されているインターフェイスが示されます。このリストにインターフェイ
スを追加するには、[ 使用可能なインターフェイス ] リストからインター
フェイスを選択し、左矢印（[<<]）ボタンをクリックします。このリスト
からインターフェイスを削除するには、インターフェイスを選択し、右矢
印（[>>]）ボタンをクリックします。

使用可能なインターフェイス

このリストには、IDS ネットワーク モジュールにより現在トラフィックが
監視されていないインターフェイスが示されます。[ 監視インターフェイ
ス ] リストにインターフェイスを追加するには、インターフェイスを選択
し、左矢印（<<）ボタンをクリックします。

ネットワーク モジュール ログイン
ネットワーク モジュールのログインに必要なユーザー名およびパスワー
ドを入力します。これらのクレデンシャルは、ルータへのログインに必要
なクレデンシャルとは異なる場合があります。
29-7
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/csids10/index.htm


 

第 29 章     ネットワーク モジュール管理        

使用不能な機能
使用不能な機能 
このウィンドウは、ルータ上の Cisco IOS イメージがサポートしていない
機能を設定する場合に表示されます。この機能を使用するには、これをサ
ポートする Cisco IOS イメージを Cisco.com から入手してください。

スイッチ モジュール インターフェイスの選択
このウィンドウは、ルータに複数のスイッチ モジュールがインストール
されており、管理するモジュールを選択できる場合に表示されます。管理
するスイッチ モジュールの横のラジオ ボタンをクリックしてから、[OK] 
をクリックします。
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Quality of Service（QoS）

ネットワーク管理者は、Quality of Service（QoS）ウィザードを使用して、
ルータの WAN インターフェイスに対して Quality of Service（QoS）を有効
にできます。IPSec VPN インターフェイスとトンネルに対しても QoS を有
効にできます。管理者は、ウィザードを使用して作成されたポリシーを 
QoS の編集ウィンドウで編集できます。

QoS ポリシーの作成
QoS ポリシーを作成するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP の機能バーで、[ 設定 ] > [ ルータ ] > [ ルータ（詳細設定）] > [QoS] の
順にクリックします。

手順 2 [QoS ポリシーの作成 ] タブで、[QoS ウィザードの起動 ] をクリックしま
す。

手順 3 ウィザード画面で設定を行います。[ 次へ ] をクリックして、現在の画面か
ら次の画面に移動します。[ 戻る ] をクリックして、前の画面に戻ります。

手順 4 設定が完了すると、要約画面が表示されます。設定を確認します。変更が
必要な場合は、[ 戻る ] をクリックして該当画面に戻り、変更を加えてから
要約画面に戻ります。

手順 5 ルータに設定を送信するには、[ 完了 ] をクリックします。

「QoS ポリシー作成のリファレンス」で、設定画面について説明します。
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第 30 章     Quality of Service（QoS）         
QoS ポリシーの作成
QoS ポリシー作成のリファレンス

この章の各トピックでは、設定画面について説明します。

 • QoS ポリシーの作成

 • QoS ウィザード

 • インターフェイスの選択

 • アウトバウンド トラフィック用キューイング

 • 新しいトラフィック クラスの追加

 • アウトバウンド トラフィックのポリシング

 • QoS ポリシーの生成

 • QoS 設定の要約

QoS ポリシーの作成

ネットワーク管理者は、QoS ウィザードを使用して、ルータの WAN イン
ターフェイスに対して Quality of Service（QoS）を有効にできます。IPSec 
VPN インターフェイスとトンネルに対しても QoS を有効にできます。

ポリシーは、インターフェイス上のアウトバウンド トラフィックに適用
されます。

QoS ポリシーを作成するには、[QoS ウィザードの起動 ] をクリックしま
す。

QoS ウィザード

このウィンドウには、QoS ポリシー ウィザードに入力する情報の概要が
表示されます。

QoS ポリシーの設定を開始するには、[ 次へ ] ボタンをクリックします。

インターフェイスの選択  

QoS ポリシーを設定するインターフェイスをこのウィンドウで選択しま
す。このウィンドウには、WAN インターフェイスと、アウトバウンド 
QoS ポリシーが設定されていないインターフェイスのリストが表示されま
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QoS ポリシーの作成 
す。VPN インターフェイスもリストに含まれますが、Easy VPN クライア
ントで使用されているインターフェイスと既存の QoS ポリシーが適用さ
れているインターフェイスは含まれません。

ルータの Cisco IOS イメージが 12.4（11）T 以降である場合、仮想テンプ
レートのトンネル インターフェイスがこのリストに表示される可能性が
あります。VTI インターフェイスを選択すると、シェーピング パラメータ
とキューイング パラメータを設定できます。

フィールド リファレンス

表 30-1 インターフェイスの選択 

項目 説明

詳細 選択したインターフェイスの設定の詳細を表示するには、[ 詳
細 ] をクリックします。ウィンドウに、インターフェイスの 
IP アドレスとサブネット マスク、インターフェイスに適用さ
れているアクセス ルールとポリシーの名前、およびインター
フェイスが使用されている接続が表示されます。

DSCP マーキング（内部） トラフィックの分類に Differentiated Services Code Point
（DSCP）マーキングを使用するには、[DSCP マーキング（内
部）] をクリックします。IP 電話やスイッチなどの Cisco ネッ
トワーク デバイスによって、パケットに DSCP マーキングが
追加されます。これらのマーキングは、ルータに DSCP を設
定することによって、トラフィックの分類に使用できるよう
になります。ルータ上の Cisco IOS イメージで DSCP マーキン
グがサポートされていない場合は、このオプションは表示さ
れません。

NBAR プロトコル検出（外
部）

トラフィックの分類に Networked Based Application 
Recognition（NBAR）プロトコル検出を使用するには、

［NBAR プロトコル検出（外部）］ をクリックします。NBAR 
によってアプリケーションが認識されて分類されると、ネッ
トワークでその特定のアプリケーションに対応するサービス
を開始できます。NBAR では、パケットを分類して、分類し
たトラフィックに Quality of Service（QoS）を適用することに
よって、ネットワーク帯域幅が効率的に使用されるようにし
ます。ルータ上の Cisco IOS イメージで NBAR プロトコル検
出がサポートされていない場合は、このオプションは表示さ
れません。
30-3
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 30 章     Quality of Service（QoS）         
QoS ポリシーの作成
アウトバウンド トラフィック用キューイング

この画面では、アウトバウンド トラフィックにキューイングを設定しま
す。

フィールド リファレンス

表 30-2 アウトバウンド トラフィック用キューイング 

項目 説明

シェーピングの設定

アウトバウンド トラフィックにシェーピングを設定するには、[ シェーピングの設定 ] をク
リックします。

Committed Information Rate Committed Information Rate（CIR）は、インターフェイスで
データが転送される速度です。CIR を Kbps 単位で入力しま
す。

帯域幅の割り当て

トラフィック クラス トラフック クラスは、音声トラフィックやルーティング トラ
フィックなどの、特定のトラフィックのタイプのことです。
Cisco CP のデフォルトのトラフィック クラスとユーザが作成
したトラフィック クラスがこのカラムに表示されます。

帯域幅パーセント値 トラフィック クラスに帯域幅パーセント値を指定するには、
そのクラスに対するパーセント値を入力します。高い転送
レートが必要なトラフィック タイプ（音声トラフィックな
ど）には、高い転送レートが必要ないトラフィック クラス

（ルーティング トラフィックなど）よりも高いパーセント値
を指定してください。

Cisco CP のデフォルトのトラフィック クラスと推奨される値
が表示されます。いずれかのトラフィック クラスのパーセン
ト値を変更すると、ベスト エフォート クラスの値が上下に調
整されます。ベスト エフォート以外のすべてのクラスの帯域
幅合計は 75% 以下にする必要があります。

帯域幅の割り当て Cisco CP では、VTI インターフェイス以外のインターフェイ
スに QoS ポリシーを設定するときに、[ 帯域幅の割り当て ] の
カラムが表示されます。入力された CIR と帯域幅パーセント
値に基づいて、トラフィック クラスに割り当てられた Kbps 
値が表示されます。
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QoS ポリシーの作成 
新しいトラフィック クラスの追加

この画面で、新しい QoS トラフィック クラスを追加します。

フィールド リファレンス

クラスの追加 このポリシーにトラフィック クラスを追加するには、[ クラス
の追加 ] をクリックして、表示されるダイアログにクラス情報
を入力します。

削除 作成したリストからトラフィック クラスを削除するには、そ
のリストを選択して [ 削除 ] をクリックします。Cisco CP のデ
フォルトのクラスは削除できません。

表 30-2 アウトバウンド トラフィック用キューイング （続き）

項目 説明

表 30-3 新しいトラフィック クラスの追加のフィールド 

項目 説明

クラス名 トラフィック クラスの名前を入力します。

分類

一致 対象の QoS クラスで、選択した [ 任意 ] および [ すべて ] の条
件のいずれに一致するトラフィックを検索するのかを指定
します。[ 任意 ] を選択すると、トラフィックは一致条件の
いずれか 1 つだけを満たす必要があります。[ すべて ] を選
択すると、トラフィックはすべての一致条件を満たす必要
があります。選択した DSCP 値は [DSCP] カラムに表示され
ます。

任意 ― 作成した分類リスト内で指定したいずれか 1 つの一
致条件だけを満たすトラフィックを指定するには、[ 任意 ] 
をクリックしてください。

すべて ― 作成した分類リスト内で指定したすべての条件を
満たすトラフィックを指定するには、[ すべて ] をクリック
してください。
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QoS ポリシーの作成
アウトバウンド トラフィックのポリシング

この画面では、アウトバウンド トラフィックにポリシングを設定します。

項目名 このカラムには、このトラフィック クラスに含めることが
できる条件のタイプが表示されます。QoS ポリシーで 
NBAR プロトコル検出を使用している場合は、プロトコル
と ACL 値を指定できます。QoS ポリシーで DSCP マーキン
グを使用している場合は、プロトコルと ACL 値だけではな
く DSCP 値も指定できます。

項目値 このカラムには、特定のタイプ用に設定された値が、カン
マ区切りで表示されます。たとえば、プロトコル行には、
次の値が表示されます。

http, edonkey, dhcp

編集 特定のタイプのエントリの値を追加または編集するには、
タイプを選択して [ 編集 ] をクリックします。表示されたダ
イアログでタイプのエントリを追加または変更します。

帯域幅パーセント値 クラスに指定する帯域幅パーセント値を入力します。ベス
ト エフォート以外のすべてのタイプのトラフィックのパー
センテージの合計値が 75% を超えてしまうような値を入力
すると、メッセージが表示されます。その場合は、パーセ
ント値をより低く設定してください。

Low Latency Queue（LLQ）を使
用する

このトラフィック クラスで LLQ を使用するには、[Low 
Latency Queue（LLQ）を使用する ] をクリックします。

表 30-3 新しいトラフィック クラスの追加のフィールド （続き）

項目 説明
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QoS ポリシーの作成 
フィールド リファレンス

表 30-4 アウトバウンド トラフィックのポリシングのフィールド 

項目 説明

アウトバウンド トラフィックのポリ
シングの設定

QoS ポリシーにアウトバウンド トラフィック用ポリ
シングを含める場合は、このオプションを選択して、
設定フィールドに値を入力します。そうでない場合
は、[ 次へ ] をクリックして、次の画面に進みます。

このポリシングにより、Committed Information Rate
（CIR）を超えるパケットは廃棄されます。

トラフィック クラス このカラムには、この QoS ポリシーに含まれるトラ
フィック クラスが表示されます。

Committed Information Rate（CIR） 各トラフィック クラスの CIR を入力します。リンク
の帯域幅が画面下部に表示されます。合計値がリンク
帯域幅を超えてしまうような値を入力した場合は、
メッセージが表示されます。

QoS ポリシーの生成

このウィンドウでは、選択したインターフェイスを介して伝送される各タ
イプのトラフィックに帯域幅を割り当てます。入力するパーセンテージの
値は、1,000Kbps を表します。たとえば、5% と入力すると、5,000Kbps の
帯域幅が割り当てられます。ベスト エフォートを除いたすべてのタイプ
のトラフィックのパーセンテージの合計値を 75% 以下にする必要があり
ます。

フィールド リファレンス

表 30-5 QoS ポリシーの生成 

項目 説明

音声 音声トラフィック。デフォルト値は、33% の帯域幅です。

コール シグナリング 音声トラフィックを制御するために必要なシグナリング。デ
フォルト値は、5% の帯域幅です。
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QoS ポリシーの作成
QoS 設定の要約

[QoS ウィザードの要約 ] ウィンドウには、ウィザードで選択した内容に基
づいて作成された QoS ポリシーの要約が表示されます。このポリシー 
マップは、選択したインターフェイスに関連付けられます。Cisco CP の 
QoS ウィザードで設定される各クラスの要約がこの画面に表示されます。
表示の各部分は順に、ポリシーがバインドされているインターフェイス、
分類タイプ（NBAR または DSCP）、ポリシー名、および作成されている
いくつかの QoS クラスとなっています。

Interface:  FastEthernet0/0

Classification:  DSCP

Policy Name: SDM-QoS-Policy-1

Policy Details

----------------------------------------------------------------------
Class Name: SDM-Voice-1
----------------------------------------------------------------------
Enabled: Yes
Match DSCP: ef
Queuing: LLQ
Bandwidth Percentage: 33

ルーティング パケットのルーティングを管理するために、このルータおよ
びその他のルータによって生成されるトラフィック。デフォ
ルト値は、5% の帯域幅です。

管理 ルータを管理するために生成される Telnet や SSH などのトラ
フィック。デフォルト値は、5% の帯域幅です。

トランザクション 小売業向けアプリケーションやデータベース更新のために生
成されるトラフィックなど。デフォルト値は、5% の帯域幅で
す。

ベスト エフォート 電子メール トラフィックなどの他のトラフィックのための、
残りの帯域幅。デフォルト値は、47% の帯域幅です。[ ベスト 
エフォート ] の値は、他のタイプのトラフィックの合計パーセ
ンテージに基づいてダイナミックに更新されます。

表 30-5 QoS ポリシーの生成 （続き）

項目 説明
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----------------------------------------------------------------------
Class Name: SDM-Signalling-1
----------------------------------------------------------------------
Enabled: Yes
Match DSCP: cs3,af31
Queuing: CBWFQ
Bandwidth Percentage: 5

----------------------------------------------------------------------
Class Name: SDM-Routing-1
----------------------------------------------------------------------
Enabled: Yes
Match DSCP: cs6
Queuing: CBWFQ
Bandwidth Percentage: 5

----------------------------------------------------------------------
Class Name: class-default
----------------------------------------------------------------------
Enabled: Yes
Match Protocols:
Queuing: Fair Queue
Random Detect: Yes

----------------------------------------------------------------------
Class Name: SDM-Streaming-Video-1
----------------------------------------------------------------------
Enabled: No
Match DSCP: cs4

QoS ポリシーの編集
QoS ポリシーを編集するには、次の手順に従ってください。

手順 1 Cisco CP のツールバーで、[ 設定 ] > [ ルータ ] > [ ルータ（詳細設定）] > [QoS] 
の順にクリックします。

手順 2 Cisco CP のタスクバーで、[QoS] をクリックします。

手順 3 [QoS ポリシーの編集 ] をクリックします。

手順 4 編集する QoS ポリシーを選択します。
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QoS ポリシーの編集
手順 5 [ 編集 ] をクリックします。次に、表示されたダイアログで設定を変更しま
す。

手順 6 [OK] をクリックしてダイアログを閉じ、変更をルータに送信します。

「QoS ポリシー編集のリファレンス」で、設定画面について説明します。

QoS ポリシー編集のリファレンス

この章の各トピックでは、設定画面について説明します。

 • QoS ポリシーの編集

 • QoS ポリシーの関連付けまたは関連付け解除

 • QoS クラスの追加 / 編集

 • 一致 DSCP 値の編集

 • 一致プロトコル値の編集

 • カスタム プロトコルの追加

 • 一致 ACL の編集

QoS ポリシーの編集

[QoS ポリシーの編集 ] ウィンドウでは、設定されている QoS ポリシーの表
示と変更、およびルータ インターフェイスとのポリシーの関連付けを実
行できます。このヘルプ トピックでは、画面の各部分について、別々の
項で説明します。各項の情報を表示するには、その項の見出しをクリック
します。
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ポリシー選択のリファレンス

表 30-6 ポリシー選択エリア 

項目 説明

インターフェイスのポリシー
の表示

表示する QoS ポリシーのインターフェイスを選択します。

方向 表示するポリシーを適用するトラフィックの方向を選択しま
す。

移動 選択したインターフェイスとトラフィックの方向のポリシー
を表示するには、[ 移動 ] をクリックします。

関連付け QoS ポリシーとインターフェイスとの関連付けを変更するに
は、[ 関連付け ] をクリックします。現在このポリシーがイン
ターフェイスに関連付けられている場合、ポリシーの関連付
けを解除したり、ポリシーが適用されているトラフィックの
方向を変更したりできます。[ インターフェイスのポリシーの
表示 ] フィールドにフレームリレー シリアル インターフェイ
スが表示されている場合、[ 関連付け ] ボタンは無効になって
います。

ポリシー名 このフィールドには、選択したインターフェイスとトラ
フィックの方向に関連付けられたポリシーの名前が表示され
ます。

QoS クラスのボタンのリファレンス

表 30-7 QoS のボタン 

項目 説明

追加 QoS クラスをポリシーに追加するには、[ 追加 ] をクリックし
ます。

編集 この画面で QoS クラスを編集するには、[ 編集 ] をクリックし
ます。読み取り専用の QoS クラスを選択した場合は、[ 編集 ] 
ボタンは無効になっています。

削除 このポリシーから QoS クラスを削除するには、クラスを選択
して [ 削除 ] をクリックします。読み取り専用の QoS クラスを
選択した場合は、[ 削除 ] ボタンは無効になっています。
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切り取り リスト内で現在の位置からクラスを削除するには、そのクラ
スを選択して、[ 切り取り ] をクリックします。[ 貼り付け ] ボ
タンを使用して、切り取ったクラスを目的の位置に配置しま
す。読み取り専用の QoS クラスを選択した場合は、[ 切り取
り ] ボタンは無効になっています。

コピー クラス情報をコピーするには、そのクラスを選択して [ コ
ピー ] をクリックします。読み取り専用の QoS クラスを選択
した場合は、[ コピー ] ボタンは無効になっています。

貼り付け コピーしたクラス情報を編集して、そのクラスに新しい名前
を付けるには、[ 貼り付け ] をクリックします。[ このクラスを
ポリシーに追加する ] を選択すると、クラス内の有効なポリ
シーと共にクラスが配置されます。読み取り専用の QoS クラ
スを選択した場合は、[ 貼り付け ] ボタンは無効になっていま
す。

上へ移動 クラスをクラス リストで上に移動するには、クラスを選択し
て [ 上へ移動 ] をクリックします。このボタンは、有効なクラ
スの移動にだけ使用できます。読み取り専用の QoS クラスを
選択した場合は、[ 上へ移動 ] ボタンは無効になっています。

下へ移動 クラスをクラス リストで下に移動するには、クラスを選択し
て [ 下へ移動 ] をクリックします。このボタンは、有効なクラ
スの移動にだけ使用できます。読み取り専用の QoS クラスを
選択した場合は、[ 下へ移動 ] ボタンは無効になっています。

サービス ポリシーの追加 既存の QoS ポリシーにサービス ポリシーを追加するには、ポ
リシーから既存のクラス名を選択して [ サービス ポリシーの
追加 ] をクリックし、新しいサービス ポリシーを追加するの
か、既存のポリシーを使用するのかを選択します。

サービス ポリシーの削除 サービス ポリシーを削除するには、上位レベルの 
class-default エントリを選択して、[ サービス ポリシーの削除 ] 
をクリックします。

変更の適用 このウィンドウで行った変更は、すぐにはルータに配信され
ません。行った変更を配信するには、[ 変更の適用 ] をクリッ
クします。

変更の破棄 このウィンドウで行った変更をルータに送信しない場合は、
[ 変更の破棄 ] をクリックします。

表 30-7 QoS のボタン （続き）

項目 説明
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QoS ポリシーの編集 
クラス リストの表示のリファレンス

表 30-8 クラス リストの表示エリア 

項目 説明

このアイコンが QoS クラスの横に表示されている場合、その
クラスは読み取り専用であり、編集したり、削除したり、ク
ラス リスト内で別の位置に移動したりできません。

クラス名 QoS クラスの名前。QoS クラス名は Cisco CP によって事前に
定義されます。

一致 対象の QoS クラスで、選択した [ 任意 ] および [ すべて ] の 
DSCP 値のいずれに一致するトラフィックを検索するのかを
指定します。[ 任意 ] を選択すると、トラフィックは一致条件
のいずれか 1 つだけを満たす必要があります。[ すべて ] を選
択すると、トラフィックはすべての一致条件を満たす必要が
あります。選択した DSCP 値は [DSCP] カラムに表示されま
す。

分類 表示のこの部分には、次のカラムが含まれます。

 • DSCP ― 一致検索のために選択された DSCP 値。

 • プロトコル ― この QoS クラスに含まれているプロトコ
ル。ビデオ トラフィックの QoS クラスには、cuseeme、
netshow、vdolive などのプロトコルが含まれる可能性があ
ります。ルーティング トラフィックの QoS クラスには、
BGP、EIGRP、OSPF などのプロトコルが含まれる可能性
があります。

 • ACL ― この QoS クラスの適用先のトラフィックを指定す
る ACL の名前または番号。
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新しいポリシーのクラスを追加

この画面で、新しい QoS ポリシーにトラフィック クラスを追加します。

フィールド リファレンス

アクション 表示のこの部分には、次のカラムが含まれます。

 • キューイング ― このカラムには、キューイング タイプと
して、Class Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ）、低遅
延キューイング（LLQ）、またはフェア キューイングが示
され、クラスに割り当てられている帯域幅が表示されま
す。

 • シェーピング ― シェーピングがこのポリシーに設定され
ている場合は、このカラムに [ はい ] と表示されます。設
定されていない場合は、[ いいえ ] と表示されます。

 • ポリシング ― ポリシングがこのポリシーに設定されてい
る場合は、このカラムに [ はい ] と表示されます。設定さ
れていない場合は、[ いいえ ] と表示されます。

 • DSCP の設定 ― 対象の QoS クラスによってこのタイプの
トラフィックに指定されている DSCP 値。

 • 廃棄 ― このタイプのトラフィックが破棄される場合は、
このカラムに [ はい ] と表示されます。破棄されない場合
は、[ いいえ ] と表示されます。

表 30-8 クラス リストの表示エリア （続き）

項目 説明

表 30-9 新しいポリシーのクラスを追加 

項目 説明

ポリシー名 QoS ポリシーの名前を入力します。

クラス名 トラフィック クラスの名前を入力します。

分類
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QoS ポリシーの編集 
クラスへのサービス ポリシーの追加

この画面で、QoS クラスに既存のサービス ポリシーを追加します。

一致 対象の QoS クラスで、選択した [ 任意 ] および [ すべて ] の条件
のいずれに一致するトラフィックを検索するのかを指定しま
す。[ 任意 ] を選択すると、トラフィックは一致条件のいずれ
か 1 つだけを満たす必要があります。[ すべて ] を選択すると、
トラフィックはすべての一致条件を満たす必要があります。
選択した DSCP 値は [DSCP] カラムに表示されます。

 • 任意 ― 作成した分類リスト内で指定したいずれか 1 つの
一致条件だけを満たすトラフィックを指定するには、[ 任
意 ] をクリックしてください。

 • すべて ― 作成した分類リスト内で指定したすべての条件
を満たすトラフィックを指定するには、[ すべて ] をク
リックしてください。

項目名 このカラムには、このトラフィック クラスに含めることがで
きる条件のタイプが表示されます。QoS ポリシーで NBAR プ
ロトコル検出を使用している場合は、プロトコルと ACL 値を
指定できます。QoS ポリシーで DSCP マーキングを使用して
いる場合は、プロトコルと ACL 値だけではなく DSCP 値も指
定できます。

項目値 このカラムには、特定のタイプ用に設定された値が、カンマ
区切りで表示されます。たとえば、プロトコル行には、次の
値が表示されます。

http, edonkey, dhcp

編集 特定のタイプのエントリの値を追加または編集するには、タ
イプを選択して [ 編集 ] をクリックします。表示されたダイア
ログでタイプのエントリを追加または変更します。

表 30-9 新しいポリシーのクラスを追加 （続き）

項目 説明
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フィールド リファレンス

表 30-10 クラスへのサービス ポリシーの追加 

項目 説明

既存のサービス ポリシー リストから既存のサービス ポリシーを選択します。

QoS ポリシーの関連付けまたは関連付け解除

このウィンドウでは、ルータのインターフェイスとトラフィックの方向に
対する QoS ポリシーの関連付けを変更できます。

フィールド リファレンス

表 30-11 QoS ポリシーの関連付けまたは関連付け解除

項目 説明

インターフェイス このカラムには、ルータのインターフェイスが表示されます。
QoS ポリシーと関連付けるインターフェイスを選択する場合
は、インターフェイス名の隣にあるチェック ボックスを選択
します。

注 Cisco CP でルータとの通信に使用されているインター
フェイスを選択すると、Cisco CP とルータとの接続が
破棄されます。

インバウンド QoS ポリシーを選択したインターフェイスのインバウンド ト
ラフィックに関連付ける場合は、このカラムのチェック ボッ
クスを選択します。

アウトバウンド QoS ポリシーを選択したインターフェイスのアウトバウンド 
トラフィックに関連付ける場合は、このカラムのチェック 
ボックスを選択します。

QoS クラスの追加 / 編集

QoS トラフィック クラスを作成および編集して、そのクラスを QoS ポリ
シーに追加するかどうかを指定できます。
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フィールド リファレンス

表 30-12 QoS クラスの追加 / 編集 

項目 説明

このクラスをポリシーに追加
する

この QoS のクラスを QoS ポリシーに追加するには、[ このク
ラスをポリシーに追加する ] を選択します。このオプションを
選択しなかった場合は、[QoS ポリシーの編集 ] ウィンドウで、
選択した QoS クラスに無効のマークが付きます。

クラス名 既存のクラスを編集するときに、このフィールドに QoS クラ
ス名が表示されます。新しいクラスをポリシーに追加したり、
コピーした QoS クラスの情報を貼り付けたりする場合は、ク
ラス名を入力する必要があります。

クラス デフォルト QoS ポリシーに class-default がない場合にこのオプションが
表示されます。新しいクラスを作成する代わりに class-default

（デフォルト クラス）を追加するには、[ クラス デフォルト ] 
をクリックします。class-default には設定できない設定パラ
メータがいくつかあります。

 • 分類ボックス ― 分類条件を指定することはできません。

 • アクション ボックス ― トラフィックの破棄を指定するこ
とはできません。

また、フェア キューイングを使用するようにだけ指定できま
す。

分類

ルータでトラフィックについて検査する項目と値のタイプを選択します。

すべて トラフィックがすべての条件を満たすように指定するには、
[ すべて ] をクリックします。

任意 トラフィックが一致条件のいずれか 1 つだけを満たすように
指定するには、[ 任意 ] をクリックします。

DSCP 特定の DSCP マーキングをトラフィックに含めるように指定
するには、[DSCP] を選択して、[ 編集 ] をクリックします。表
示されたダイアログで DSCP マーキングを選択します。

プロトコル 特定のプロトコルをトラフィックに含めるように指定するに
は、[ プロトコル ] を選択して、[ 編集 ] をクリックします。表
示されたダイアログでプロトコルを選択します。
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アクセス ルール ACL で定義されているトラフィックにクラスが一致するよう
に指定するには、[ アクセス ルール ] を選択して、[ 編集 ] をク
リックします。表示されるダイアログで、既存の ACL を選択
するか、新しい ACL を作成します。または、QoS クラスを編
集する場合は、既存の関連付けをクリアします。

アクション

指定された DSCP 値に一致するトラフィックがルータで検出されたときに、ルータで実行さ
れるアクションを選択します。

廃棄 ルータでトラフィックが破棄されるようにするには、[ 破棄 ] 
を選択します。[ 廃棄 ] を選択すると、[ アクション ] エリアの
他のオプションは無効になります。

DSCP の設定 ルータでトラフィックの DSCP 値を再設定するには、[DSCP 
の設定 ] を選択し、トラフィックの再設定後の値を選択しま
す。

キューイング このトラフィック クラスにキューイングを設定するには、
[ キューイング ] 選択して、[ キューイングの設定 ] をクリック
します。表示されたダイアログでトラフィックのキューイン
グを設定します。

トラフィックで RTP プロトコルが使用されているか、トラ
フィックの DSCP 値が EF である場合は、LLQ を選択できま
す。トラフィックがこれらの属性を持たない場合、LLQ オプ
ションは選択できません。デフォルトのクラスである 
class-default を追加または編集する場合は、フェア キューイ
ングだけを選択できます。

シェーピング このトラフィックにシェーピングを設定するには、[ シェーピ
ング ] を選択して [ シェーピングの設定 ] をクリックし、
シェーピング ダイアログを表示して設定を実行します。

ポリシング このトラフィックにポリシングを設定するには、[ ポリシン
グ ] を選択して [ ポリシングの設定 ] をクリックし、ポリシン
グ ダイアログを表示して設定を実行します。

表 30-12 QoS クラスの追加 / 編集 （続き）

項目 説明
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一致 DSCP 値の編集

一致リストに DSCP 値を追加するには、左の [ 使用可能な DSCP 値 ] カラム
から値を選択し、上部の二重矢印ボタンをクリックして、選択した値を 
[ 選択した DSCP 値 ] カラムに追加します。[ 選択した DSCP 値 ] カラムから
値を削除するには、削除する値を選択して、下部の二重矢印ボタンをク
リックします。

一致プロトコル値の編集

クラスにプロトコルを追加するには、左の [ 使用可能なプロトコル値 ] カラ
ムからプロトコルを選択し、上部の二重矢印ボタンをクリックして、選択
したプロトコルを [ 選択したプロトコル値 ] カラムに追加します。[ 選択し
たプロトコル値 ] カラムからプロトコルを削除するには、削除するプロト
コルを選択して、下部の二重矢印ボタンをクリックします。

カスタム プロトコルの追加  

このウィンドウでは、[ 一致プロトコル値の編集 ] ウィンドウでは選択でき
ないカスタム プロトコルを追加できます。カスタム プロトコルを定義す
る手順は、次のとおりです。

手順 1 [ 名前 ] リストから、追加するカスタム プロトコルの名前を選択します。

手順 2 プロトコルを TCP と UDP のいずれとして使用するのかを選択します。

手順 3 このプロトコルで使用するポート番号を指定します。[ 新規ポート番号 ] 
フィールドにポート番号を入力し、[ 追加 ] をクリックして [ ポート番号 ] リ
ストにそのポート番号を追加します。リストからポート番号を削除するに
は、削除する番号を選択して、[ 削除 ] をクリックします。

一致 ACL の編集

[ 既存のルール（ACL）を選択する ] または [ 新しいルール（ACL）を作成
して選択する ] を選択します。ルールを作成したり、既存のルールを選択
したりできる別のダイアログ ボックスが表示されます。既存のルールの
関連付けをクリアするには、[ なし（ルールの関連付けを解除）] を選択し
ます。
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ポリシングの設定

この画面では、QoS ポリシーにポリシングを設定します。

フィールド リファレンス

表 30-13 ポリシングの設定 

項目 説明

ポリシング用アクセス レート パラメータの指定

Committed Information Rate
（CIR）

ポリシーに使用する CIR を Kbps 単位で入力します。トラ
フィック レートが CIR に達すると、超過トラフィックは廃棄
されるか、再マーキングされます。

通常バースト サイズ（BC） オプション。通常バースト サイズを Kbps 単位で入力します。
通常バースト サイズでは、一部のトラフィックが CIR を超え
る前のトラフィック バーストの規模を指定します。

超過バースト サイズ（BE） オプション。超過バースト サイズを Kbps 単位で入力します。
超過バースト サイズでは、すべてのトラフィックがレート制
限を超える前のトラフィック バーストの規模を指定します。
通常のバースト サイズから超過バースト サイズまでの範囲の
トラフィックは、レート制限を超える可能性があります。こ
の確率はバースト サイズが増えるにつれて高くなります。

アクション タイプ このカラムには、設定した CIR、BC、および BE の各パラ
メータに適合または違反するか、それらのパラメータを超過
するトラフィックに対して選択できるアクションの名前が表
示されます。
30-20
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 30 章     Quality of Service（QoS）
QoS ポリシーの編集 
シェーピングの設定

この画面では、QoS ポリシーにシェーピングを設定します。

アクション トラフィック条件が設定したポリシング パラメータに適合ま
たは違反するか、パラメータを超過した場合に、ルータで実
行されるアクションを選択します。確認アクションと超過ア
クションは必須であり、デフォルト値が決まっています。違
反アクションはオプションです。次のアクションを選択でき
ます。

 • 破棄 ― （超過アクションのデフォルト）パケットを破棄
します。

 • なし ― （違反アクションで選択可能） 

 • DSCP 送信の設定 ― DSCP を設定して送信します。

 • 送信 ― （確認アクションのデフォルト）パケットを送信
します。

 • サポートされていません ― Cisco CP では、次の場合にこ
のオプションを追加および選択します。

 – 送信、破棄、または DSCP 送信の設定以外のアクショ
ンが設定されていることが Cisco CP で検出された場
合。これら以外のアクションはサポートされません。

 – 同じアクション タイプに複数のアクションが設定さ
れていることが Cisco CP で検出された場合。

Cisco CP でこれらの設定のいずれかが見つかった場合、
選択可能なアクションは、[ サポートされていません ] だ
けです。また、サポートされていないポリシング アク
ションが設定されたことを示すツールヒントのポップ
アップが表示されます。

DSCP 値 このカラムのオプションは、[DSCP 送信の設定 ] アクション
を選択すると有効になります。表示されるオプションは、使
用可能な DSCP マーキングです。

表 30-13 ポリシングの設定 （続き）

項目 説明
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第 30 章     Quality of Service（QoS）         
QoS ポリシーの編集
フィールド リファレンス

表 30-14 シェーピングの設定 

項目 説明

Committed Information Rate
（CIR）

ポリシーに使用する CIR を Kbps 単位で入力します。トラ
フィック レートが CIR に達すると、超過トラフィックは廃棄
されるか、再マーキングされます。

通常バースト サイズ（BC） オプション。通常バースト サイズを Kbps 単位で入力します。
通常バースト サイズでは、一部のトラフィックが CIR を超え
る前のトラフィック バーストの規模を指定します。

超過バースト サイズ（BE） オプション。超過バースト サイズを Kbps 単位で入力します。
超過バースト サイズでは、すべてのトラフィックがレート制
限を超える前のトラフィック バーストの規模を指定します。
通常のバースト サイズから超過バースト サイズまでの範囲の
トラフィックは、レート制限を超える可能性があります。こ
の確率はバースト サイズが増えるにつれて高くなります。

キューイングの設定

この画面では、QoS ポリシーにキューイングを設定します。このフィール
ドには、選されたキューイング方式に基づいた変更が表示されます。次の
キューイング方式を選択できます。

 • LLQ ― 低遅延キューイング

 • CBWFQ ― Class-Based Weighted Fair Queuing

 • Fair Queue ― Weighted Fair Queuing（WFQ）

フィールド リファレンス

表 30-15 キューイングの設定のフィールド 

項目 説明

LLQ を選択

プライオリティ パーセント値 帯域幅は、対象インターフェイスまたはトンネルの合計帯域
幅の割合の絶対値として割り当てられます。使用する帯域幅
を指定するには、1 ～ 100 の範囲でパーセント値を入力して
ください。
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QoS ポリシーの編集 
CBWFQ を選択

帯域幅 使用する帯域幅を指定するには、1 ～ 100 の範囲でパーセン
ト値を入力してください。帯域幅は、対象インターフェイス
またはトンネルの合計帯域幅の割合の絶対値として割り当て
られます。

残りの帯域幅 このトラフィック クラスで使用可能な帯域幅を指定するに
は、1 ～ 100 の範囲でパーセント値を入力してください。帯
域幅は、対象インターフェイスで使用可能な合計帯域幅の割
合の相対値として割り当てられます使用可能な帯域幅の 30% 
が 1 つのクラスに割り当てられ、60% が別の QoS クラスに割
り当てられるように指定できます。このオプションを使用す
る場合は、他のすべてのクラスでこのオプションを使用する
必要があります。

ランダム検出 重み付けランダム早期検出（WRED）と分散 WRED
（DWRED）を有効にするには、[ ランダム検出 ] をクリックし
ます。WRED では、輻輳が激しいときにパケットを破棄する
ことによって、送信元ホストに送信速度を下げるように伝え
ます。

Fair Queue を選択

ランダム検出 WRED と DWRED を有効にするには、[ ランダム検出 ] をク
リックします。WRED では、輻輳が激しいときにパケットを
破棄することによって、送信元ホストに送信速度を下げるよ
うに伝えます。

表 30-15 キューイングの設定のフィールド （続き）

項目 説明
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ネットワーク アドミッション コ
ントロール

ネットワーク アドミッション コントロール（NAC）は、クライアント 
ワークステーションの健全性を検証し、使用可能な 新の更新済みウィル
ス シグニチャがデータ ネットワークで受信されるようにし、データ ネッ
トワークからネットワークへのアクセスを制御することによって、データ 
ネットワークをコンピュータ ウィルスから保護します。

NAC は、アンチウィルス ソフトウェアとともに動作し、クライアントの
状態（クライアントのポスチャと呼ばれる）を検証してから、クライアン
トがネットワークにアクセスするのを許可します。NAC では、ネット
ワーク クライアントがウィルスに感染していない 新のウィルス シグニ
チャセットを保持していることが確認されます。クライアントのシグニ
チャを更新する必要がある場合は、NAC からクライアントに対して更新
を完了するように指示されます。クライアントが危険にさらされている
か、ネットワーク上でウィルスが発生している場合は、ウィルスの削除が
完了するまで、クライアントは隔離されたネットワーク セグメントに置
かれます。

NAC の詳細については、次のリンクをクリックしてください。

 • http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns466/networking_solutions_package.html

 • http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns466/c654/cdccont_
0900aecd80217e26.pdf
31-1
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第 31 章     ネットワーク アドミッション コントロール         

NAC の作成タブ
NAC の作成タブ
[NAC の作成 ] タブと NAC ウィザードを使用して NAC ポリシーを作成し、
そのポリシーをインターフェイスと関連付けます。NAC ポリシーの作成
後は、[NAC の編集 ] をクリックし、ポリシー リストからその NAC ポリ
シーを選択して編集できます。

ルータ上の NAC 設定は、完全な NAC 実装の一部分にすぎません。NAC 
を実装するには、「NAC 実装のその他の作業」（クリックすると、この項
に移動します）で、他のデバイスで行う必要がある作業について確認して
ください。

AAA の有効化ボタン

認証、許可、アカウンティング（AAA）をルータ上で有効にしなければ、
NAC を設定できません。AAA が無効の場合は、[AAA の有効化 ] ボタンを
クリックします。AAA がすでにルータ上で設定されている場合は、この
ボタンは表示されません。

NAC ウィザードの起動ボタン

このボタンをクリックして、NAC ウィザードを起動します。ウィザード
では、NAC 設定が一連の画面に分割され、それぞれで単一の設定作業を
完了します。

実行方法リスト

このウィザードを使用して行うことのできない設定作業が必要な場合は、
このリストの隣にあるボタンをクリックします。このリストには、行うこ
とのできるその他のタイプの設定作業が表示されています。一覧表示され
ている設定作業の方法について確認する場合は、その設定作業を選択し 
[ 移動 ] をクリックします。

NAC 実装のその他の作業

完全な NAC 実装の設定手順は、次のとおりです。
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第 31 章     ネットワーク アドミッション コントロール

NAC の作成タブ 
手順 1 ネットワーク ホストに Cisco Trust Agent（CTA）をインストールし、設定
します。これによって、ルータからの EAPoUDP クエリに応答可能なポス
チャ エージェントがホストに設定されます。この手順の後のリンクを参
照して CTA ソフトウェアを取得し、インストールと設定方法を確認して
ください。

手順 2 AAA 認証 EAPoUDP サーバをインストールし設定します。このサーバは、
RADIUS プロトコルを使用する Cisco Secure Access Control Server（ACS）で
なければなりません。Cisco Secure Access Control Server ソフトウェア バー
ジョン 3.3 が必要です。ACS のインストールと設定の詳細については、こ
の手順の後のリンクを参照してください。

手順 3 ポスチャの検証および修復用サーバをインストールし、設定します。

登録済みの Cisco.com ユーザである場合は、次のリンクから Cisco Trust 
Agent（CTA）ソフトウェアをダウンロードできます。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cta

次のリンクのドキュメントには、ホストへの CTA ソフトウェアのインス
トールと、その設定方法が説明されています。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5923/tsd_products_support_series_ho
me.html

次のリンクのドキュメントには、設定プロセスの概要が記載されていま
す。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns466/c654/cdccont_0
900aecd80217e26.pdf

次のリンクのドキュメントでは、Windows Servers バージョン 3.3 用の 
Cisco Secure ACS のインストールと設定の方法が説明されています。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_soft/csacs4nt/acs3
3/index.htm

ようこそ

NAC ウィザードでは、次のことが可能です。
31-3
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cta
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5923/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns466/c654/cdccont_0900aecd80217e26.pdf
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_soft/csacs4nt/acs33/index.htm
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NAC の作成タブ
 • NAC が有効となるインターフェイスの選択 ― このインターフェイス
を介してネットワークにアクセスするホストは、NAC 検証プロセスを
経る必要があります。

 • NAC ポリシー サーバの設定 ― アドミッション コントロール ポリシー
がこれらのサーバに設定され、ネットワーク ホストがネットワークに
アクセスする際に、ルータがそれらのサーバに接続します。複数の
サーバに対して情報を指定できます。NAC ポリシー サーバでは、
RADIUS プロトコルが使用されます。

 • NAC 例外リストの設定 ― プリンタや IP 電話などのホスト、および 
NAC ポスチャ エージェントがインストールされていないホストでは、
NAC プロセスを回避する必要がある場合があります。スタティック 
IP アドレスを持つホストや他のデバイスは、例外リストで識別でき、
関連付けられた例外ポリシーを使用して制御できます。また、ホスト
はその MAC アドレスやデバイス タイプによっても識別できます。

 • エージェントレス ホスト ポリシーの設定 ― Cisco Secure ACS サーバ
に存在するポリシーを使用して、ポスチャ エージェントがインストー
ルされていないホストが制御されるようにすることもできます。Cisco 
Secure ACS サーバは、エージェントレス ホストからのパケットを受信
すると、エージェントレス ホスト ポリシーを送信して応答します。
エージェントレス ホスト ポリシーの設定は、DHCP クライアントな
ど、動的アドレス設定を行うエージェントレス ホストがある場合に有
用です。

 • リモート アクセス用の NAC の設定 ― Cisco CP を使用してルータを管
理しているホストでは、アクセスが許可されている必要があります。
ウィザードでリモート管理用の IP アドレスを指定すると、Cisco CP 
で、それらの IP アドレスを持つホストからルータへのアクセスを許可
するように NAC ACL を変更できるようになります。

ルータ上での NAC の設定が、NAC 設定での 後の手順になります。ルー
タにこの機能を設定する前に、「NAC 実装のその他の作業」で説明されて
いる手順を完了してください。

NAC ポリシー サーバ

NAC アドミッション コントロール ポリシーが設定されると、Cisco Secure 
ACS バージョン 3.3 が実行されている RADIUS サーバ上にあるポリシー 
データベースに格納されます。ルータでは、RADIUS サーバと通信して
ネットワーク ホストのクレデンシャルを検証する必要があります。この
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NAC の作成タブ 
ウィンドウでは、ルータから RADIUS サーバへの接続に必要な情報を設定
します。指定する各 RADIUS サーバでは、Cisco Secure Cisco Access 
Control Server（ACS）ソフトウェア バージョン 3.3 がインストールおよび
設定されている必要があります。

RADIUS クライアント ソースの選択

RADIUS のソースを設定すると、RADIUS サーバにバインドされた 
RADIUS パケットで送信されるように、送信元 IP アドレスを指定できま
す。インターフェイスの詳細については、インターフェイスを選択し、
[ 詳細 ] ボタンをクリックして確認してください。

Cisco ACS バージョン 3.3 以降では、ルータ から送信される RADIUS パ
ケットの送信元 IP アドレスを NAD IP アドレスとして設定する必要があり
ます。

[ ルータが送信元を選択します ] を選択すると、RADIUS パケットの送信元 
IP アドレスは、RADIUS パケットがルータから送り出されるときに通過す
るインターフェイスのアドレスになります。

インターフェイスを選択すると、RADIUS パケットの送信元 IP アドレス
は、RADIUS クライアント ソースとして選択したインターフェイスのアド
レスになります。

注 Cisco IOS ソフトウェアを使用すると、単一 RADIUS ソースのインター
フェイスをルータ上で設定できます。ルータにある設定済み RADIUS ソー
スとは別のソースを選択する場合、RADIUS サーバに送信されるパケット
の送信元 IP アドレスは、新しいソースの IP アドレスに変わり、Cisco ACS 
で設定された NAD IP アドレスと一致しなくなる場合があります。

詳細ボタン

インターフェイスを選択する前に、インターフェイスに関する情報のク
イック スナップショットが必要な場合は、[ 詳細 ] をクリックします。画面
には、IP アドレスとサブネット マスク、インターフェイスに適用される
アクセス ルールとインスペクション ルール、適用された IPSec ポリシー
と QoS ポリシー、およびインターフェイス上に Easy VPN 設定があるかど
うかが表示されます。
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NAC の作成タブ
サーバ IP/ タイムアウト / パラメータ カラム

[ サーバ IP]、[ タイムアウト ]、および [ パラメータ ] カラムには、ルータか
ら RADIUS サーバへの接続に使用される情報が含まれています。RADIUS 
サーバの情報が、選択されたインターフェイスに関連しない場合は、これ
らのカラムには何も表示されません。

NAC の使用チェック ボックス

一覧表示された RADIUS サーバを NAC に使用する場合は、このチェック 
ボックスを選択します。サーバを NAC に使用するには、必要なアドミッ
ション コントロール ポリシーがそのサーバに設定されている必要があり
ます。

追加 / 編集 /Ping ボタン

RADIUS サーバの情報を入力するには、[ 追加 ] ボタンをクリックして、表
示された画面に情報を入力します。RADIUS サーバの情報を変更するに
は、行を選択して [ 編集 ] をクリックします。ルータと RADIUS サーバ間
の接続をテストするには、行を選択して [Ping] をクリックします。

注 Ping テストを実行するときは、[Ping] ダイアログ ボックスの [ 送信元 ] 
フィールドに、RADIUS ソース インターフェイスの IP アドレスを入力し
ます。[ ルータが送信元を選択します ] を選択した場合は、[Ping] ダイアロ
グ ボックスの [ 送信元 ] フィールドに値を入力する必要はありません。

選択されたインターフェイスで RADIUS サーバ情報を使用できない場合、
[ 編集 ] ボタンと [Ping] ボタンは無効です。

インターフェイスの選択

このウィンドウでは、NAC を有効にするインターフェイスを選択します。
ネットワーク ホストがネットワークに接続する際に使用されるインター
フェイスを選択します。

[ 詳細 ] ボタンをクリックして、選択したインターフェイスに関連するポリ
シーとルールを表示します。ウィンドウには、このインターフェイスのイ
ンバウンド / アウトバウンド トラフィックに適用される ACL の名前が表
示されます。
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NAC の作成タブ 
インバウンド ACL がインターフェイスに存在する場合、Cisco CP では、
EAPoUDP トラフィック用の適切な許可のステートメントを追加すること
によって、その ACL を NAC に使用します。NAC が適用されるインター
フェイスの IP アドレスが 192.55.22.33 の場合、許可のステートメント例は
次のとおりです。

access-list 100 permit udp any eq 21862 192.55.22.33

Cisco CP で追加される許可のステートメントでは、EAPoUDP プロトコル
用にポート番号 21862 が使用されます。ネットワーク ホストが、カスタム 
ポート番号で EAPoUDP を実行している場合は、ホストが使用するポート
番号を使用するように、この ACL エントリを修正する必要があります。

指定したインターフェイスでインバウンド ACL が設定されていない場合
は、Cisco CP によって ACL がインターフェイスに適用されるようにでき
ます。推奨ポリシーか、レポートされた NAC ポスチャを単に監視するポ
リシーを選択できます。

 • 完全検証（推奨） ― Cisco CP によって、すべてのトラフィックを拒否
する ACL が適用されます（deny ip any any）。ネットワークに対する
アドミッションは、NAC 検証プロセスによって決定されます。デフォ
ルトでは、すべてのトラフィックが拒否されます。ただし、NAC ポリ
シー サーバに設定されているポリシーに基づいて有効と見なされたト
ラフィックは除きます。

 • NAC ポスチャの監視 ― Cisco CP によって、すべてのトラフィックを
許可する ACL が適用されます（permit ip any any）。NAC 検証プロセ
ス後、ルータでは、特定のホストへのアクセスを拒否するポリシーを 
NAC サーバから受信する可能性があります。[NAC ポスチャの監視 ] 
設定を使用して、ネットワーク上の NAC 設定の影響を判断できます。
その後、NAC ポリシー サーバ上のポリシーを変更できます。さらに、
Cisco CP Firewall Policy 機能を使用して、インターフェイスに適用され
る ACL を deny ip any any に変更することによって、ルータ上の NAC 
を、完全検証を使用するように再設定できます。

NAC 例外リスト

NAC 検証プロセスの省略を許可する必要があるホストを識別できます。
一般的に、プリンタや IP 電話などのホスト、および NAC ポスチャ エー
ジェント ソフトウェアがインストールされていないホストは、例外リス
トに追加されます。
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ネットワーク上にスタティック アドレスがないホストがある場合は、そ
のホストを NAC 例外リストではなくエージェントレス ホスト ポリシーに
入力することをお勧めします。ホスト IP アドレスが変更されると、NAC 
例外ポリシーは適切に機能しない場合があります。

NAC ウィザードを使用しており、NAC 例外リストを設定する必要がない
場合は、このウィンドウに情報を入力せずに [ 次へ ] をクリックできます。
ウィザードでは、NAC 例外リストの代替あるいは補完として、別のウィ
ンドウでエージェントレス ホスト ポリシーを設定できます。

IP アドレス /MAC アドレス / デバイス タイプ、アドレス / デバイス、ポリシー カラム

これらのカラムには、例外リストにあるホストに関する情報が表示されま
す。ホストは、IP アドレス、MAC アドレス、そのデバイスのタイプに
よって識別できます。アドレスによって識別される場合は、ネットワーク
へのホスト アクセスを制御するポリシーの名前とともに、IP アドレスま
たは MAC アドレスが行に表示されます。

追加 / 編集 / 削除ボタン

ホストに関する情報を入力して、例外リストを構築するには、[ 追加 ] をク
リックします。必要に応じて何度でも、[ 追加 ] ボタンを使用できます。

ホストに関する情報を変更するには、行を選択して [ 編集 ] をクリックしま
す。このウィンドウからホストに関する情報を削除するには、[ 削除 ] をク
リックします。[ 編集 ] と [ 削除 ] ボタンは、このリストに情報がない場合は
無効になります。

例外リスト エントリの追加、編集

このウィンドウでは、例外リスト エントリの情報を追加または編集しま
す。

タイプ リスト

ホストは、識別される方法に応じて選択されます。このリストには、次の
選択肢が含まれています。

 • IP アドレス ― IP アドレスでホストを識別する場合に選択します。

 • MAC アドレス ― MAC アドレスでホストを識別する場合に選択しま
す。
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 • Cisco IP Phone ― 例外リストにネット上の Cisco IP Phone を追加する場
合に選択します。

アドレスの指定フィールド

ホスト タイプとして IP アドレスまたは MAC アドレスを選択する場合は、
このフィールドにアドレスを入力します。デバイス タイプを選択すると、
このフィールドは無効になります。

ポリシー フィールド

例外ポリシーの名前がわかっている場合は、このフィールドにその名前を
入力します。[ ポリシー ] フィールドの右にある 3 つのドットがついたボタ
ンをクリックして、既存ポリシーを選択するか、新しいポリシーを作成す
るためのダイアログ ボックスを表示します。

例外ポリシーの選択

ホストに適用するポリシーを選択します。ポリシーを選択すると、ポリ
シーに指定したリダイレクト URL が読み取り専用フィールドに表示され、
ポリシーのアクセス ルール エントリが表示されます。

使用可能なポリシーがリストにない場合は、[ キャンセル ] をクリックし
て、ウィザードの画面に戻ります。その後、ポリシーを追加できるオプ
ションを選択します。

リストから除外されたホストに適用するポリシーを選択します。リストに
ポリシーがない場合は、[ キャンセル ] をクリックして、ウィザードに戻り
ます。その後、[ 新しいポリシーを作成 ] を選択して、[ 例外リストへの追
加 ] ウィンドウでポリシーを選択します。

リダイレクト URL：URL フィールド

この読み取り専用フィールドには、選択したポリシーに関連するリダイレ
クト URL が表示されます。このポリシーが適用されるホストは、ネット
ワークにアクセスする際に、この URL にリダイレクトされます。
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アクセス ルールのプレビュー

[ アクション ]、[ 送信元 ]、[ 宛先 ]、および [ サービス ] カラムには、ポリシー
に関連付けられているアクセス ルールの ACL エントリが表示されます。
このポリシーに対して ACL が設定されていない場合は、これらのカラム
には何も表示されません。

例外ポリシーの追加

このウィンドウでは、新しい例外ポリシーを作成します。

新しい例外ポリシーを作成するには、ポリシーの名前を入力し、例外リス
ト内のホストがアクセス可能な IP アドレスを定義するアクセス ルールを
指定するか、リダイレクト URL を入力します。リダイレクト URL には、
修復情報が含まれている必要があります。修復情報を使用して、ユーザは
ウィルス定義ファイルを更新できます。アクセス ルール名かリダイレク
ト URL のいずれかを指定する必要があります。両方を指定することもで
きます。

名前フィールド

このフィールドには、ポリシーの名前を入力します。ポリシー名には、ク
エスチョン マーク（?）や空白文字は使用できません。ポリシー名は、
256 文字以内にしてください。

アクセス ルール フィールド

使用するアクセス ルール名を入力するか、このフィールドの右側にある
ボタンをクリックして、アクセス ルールを参照します。あるいは、新し
いアクセス ルールを作成します。アクセス ルールには、例外リストにあ
るホストが接続できる IP アドレスを指定する許可エントリが含まれてい
る必要があります。アクセス ルールは名前付きの ACL で、番号付き ACL 
はサポートされていません。

リダイレクト URL フィールド

ネットワークの修復情報が含まれる URL を入力します。この情報には、
ウィルス定義ファイルをダウンロードするための指示が含まれている場合
があります。

修復 URL は、次のような形式です。
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http://172.23.44.9/update

リダイレクト URL は、通常 http://URL または https://URL という形式に
なります。

エージェントレス ホスト ポリシー

エージェントレス ホストのポリシーが Cisco Secure ACS サーバに存在する
場合、ルータでは、そのポリシーを使用して、ポスチャ エージェントが
インストールされていないホストを制御できます。エージェントレス ホ
ストの制御方法は、NAC 例外リストの代替あるいは補完として使用でき
ます。NAC ウィザードを使用しており、エージェントレス ホスト ポリ
シーを設定する必要がない場合は、このウィンドウに情報を入力せずに 
[ 次へ ] をクリックできます。

エージェントレス ホストの認証チェック ボックス

このチェック ボックスを選択して、Cisco Secure ACS サーバ上でエージェ
ントレス ホスト ポリシーを使用することを指定します。

ユーザ名、パスワード フィールド

Cisco IOS ソフトウェア イメージの中には、Cisco Secure ACS サーバへの
要求時にユーザ名とパスワードの入力を求めるものがあります。この場合
は、Cisco Secure ACS サーバで設定されているユーザ名とパスワードを入
力します。Cisco IOS ソフトウェア イメージでこの情報が要求されない場
合は、これらのフィールドは表示されません。

リモート アクセスのための NAC の設定

リモート アクセス用に NAC を設定することによって、NAC 設定で作成さ
れる ACL を、Cisco CP トラフィックを許可するよう変更できます。Cisco 
CP を使用してルータにアクセスできるようにしなければならないホスト
を指定します。
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Cisco CP リモート管理を有効化

このチェック ボックスを選択して、名前付きインターフェイスで Cisco CP 
リモート管理を有効にします。

ホスト / ネットワーク アドレス フィールド

Cisco CP で、単一ホストからの Cisco CP のトラフィックを許可するように 
ACL が修正されるようにするは、[ ホスト アドレス ] を選択して、ホスト
の IP アドレスを入力します。特定のネットワーク上のホストからの Cisco 
CP のトラフィックが許可されるようにするには、[ ネットワーク アドレ
ス ] を選択して、そのネットワークとサブネット マスクのアドレスを入力
します。ホストやネットワークは、指定したインターフェイスからアクセ
ス可能でなければなりません。指定したインターフェイスに接続されてい
る任意のホストからの Cisco CP のトラフィックが許可されるようにうする
には、[ 任意 ] を選択します。

ファイアウォールの変更

Cisco CP では、設定された機能が正常に動作するようにするために、この
設定で指定されたインターフェイスに適用されている各 ACL がチェック
され、ファイアウォールを通過できる必要のあるいずれかのトラフィック
が ACL によってブロックされていないかどうかが確認されます。

各インターフェイスは、現在ブロックされているサービスと、そのサービ
スをブロックしている ACL とともに一覧表示されます。Cisco CP で、一
覧表示されているトラフィックを許可するように ACL が修正されるよう
にするには、適切な行の [ 変更 ] ボックスを選択します。Cisco CP によって 
ACL に追加されるエントリを確認する場合は、[ 詳細 ] ボタンをクリックし
ます。

次の表では、FastEthernet0/0 が NAC に設定されています。このインター
フェイスは、[ サービス ] カラムに表示されているサービスを使用して設定
されます。

インターフェイス サービス ACL アクション

FastEthernet0/0 RADIUS サーバ 101 (INBOUND) [ ] Modify

FastEthernet0/0 DNS 100 (INBOUND) [ ] Modify
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詳細ウィンドウ

このウィンドウには、設定するサービスに必要なサービスが許可されるよ
うにするため、Cisco CP により ACL に追加されるエントリが表示されま
す。ウィンドウには、次のようなエントリが含まれます。

permit tcp host 10.77.158.84 eq www host 10.77.158.1 gt 1024

この場合、ローカル ネットワーク上のホスト 10.77.158.84 からホスト 
10.77.158.1 への、ポート番号が 1024 より大きい Web トラフィックが許可
されます。

設定の要約

このウィンドウには入力した情報の要約が表示され、単一ウィンドウで確
認できます。[ 戻る ] ボタンを使用して任意のウィザード画面に戻り、情報
を変更できます。[ 完了 ] をクリックすると、ルータに設定が配布されま
す。

次の例は、NAC 設定の概要です。

NAC Interface:  FastEthernet0/1.42
Admission Name::  SDM_EOU_3

AAA Client Source Interface: FastEthernet0/1.40
NAC Policy Server 1:   10.77.158.54

Exception List
----------------------------------------------------------------------
Address/Device     IP Address       (22.22.22.2) newly added
Policy Details:
Policy Name:          P55
       Redirect URL:  http://www.fix.com
        Access Rule:   test11

----------------------------------------------------------------------

FastEthernet0/0 DHCP 100 (INBOUND) [ ] Modify

FastEthernet0/0 NTP 101 (INBOUND) [ ] Modify

FastEthernet0/0 VPN 190 (INBOUND) [ ] Modify

インターフェイス サービス ACL アクション
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Enabled agentless host policy
Username:  bill
Password:   ******

この例では、RADIUS パケットに FastEthernet 0/1.40 の IP アドレスが含ま
れます。NAC は FastEthernet 0/1.42 で有効になっており、ウィザードによ
り適用された NAC ポリシーは SDM_EOU_3 です。例外リストの中に名前
の付いたホストが 1 つあり、そのホストからネットワークへのアクセス
は、例外ポリシー P55 によって制御されます。

NAC の編集タブ
[NAC の編集 ] タブでは、ルータに設定されている NAC ポリシーが一覧表
示され、他の NAC 設定が可能です。NAC ポリシーは、ポスチャの検証が
実行されるインターフェイスごとに設定する必要があります。

NAC タイムアウト ボタン

ルータとクライアントは、Extensible Authentication Protocol over 
Unformatted Data Protocol（EAPoUDP）を使用してポスチャ情報を交換し
ます。EAPoUDP タイムアウト設定のデフォルト値は事前設定されていま
すが、変更することもできます。ルータに NAC ポリシーが設定されてい
ない場合は、このボタンは無効になります。

エージェントレス ホスト ポリシー ボタン

エージェントレス ホストのポリシーが Cisco Secure ACS サーバに存在する
場合、ルータでは、そのポリシーを使用して、ポスチャ エージェントが
インストールされていないホストを制御できます。この方法は、エージェ
ントレス ホストに固有 IP アドレスが割り当てられていない場合に使用で
きます。ルータに NAC ポリシーが設定されていない場合は、このボタン
は無効になります。
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追加 / 編集 / 削除ボタン

これらのボタンを使用して、NAC ポリシー リストを管理できます。新し
い NAC ポリシーを作成するには [ 追加 ] をクリックします。NAC ポリシー
を変更または削除するには、[ 編集 ]、[ 削除 ] ボタンを使用します。ルータ
に NAC ポリシーが設定されていない場合は、[ 編集 ] ボタンや [ 削除 ] ボタ
ンが無効になります。

ルータに NAC ポリシーが設定されていない場合は、[ 追加 ] ボタンのみが
有効です。すべてのルータ インターフェイスが NAC ポリシーを使用して
設定されている場合は、[ 追加 ] ボタンは無効になります。

NAC ポリシー リスト

このリストには、名前、NAC ポリシーが適用されるインターフェイス、
およびポリシーを定義するアクセス ルールが含まれています。NAC の作
成ウィザードを使用して、インターフェイス上で NAC を有効にした場合
は、デフォルトの NAC ポリシー SDM_EOU_1 がこのリストに表示されま
す。

NAC コンポーネント

このウィンドウには、Cisco CP を使用して設定できる EAPoUDP コンポー
ネントの簡単な説明が表示されます。

例外リスト ウィンドウ

この代替トピックは、NAC のヘルプ システムが構築されると削除されま
す。このヘルプ トピックは、ウィザード モードですでに作成されていま
す。参照する場合は、次のリンクをクリックしてください。

NAC 例外リスト

例外ポリシー ウィンドウ

NAC 例外ポリシーによって、例外リストにあるホストのネットワーク ア
クセスが制御されます。NAC 例外ポリシーは、名前、アクセス ルール、
またはリダイレクト URL から構成されています。アクセス ルールでは、
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ポリシーによって制御されるホストのアクセス先を指定します。リダイレ
クト URL がポリシーで指定されている場合は、ポリシーを使用して、利
用可能な 新のウィルス保護を入手するための情報が含まれているサイト
を Web クライアントに示すことができます。

次の表は、NAC ポリシー エントリの例です。

名前 アクセス ルール リダイレクト URL
NACLess nac-rule http://172.30.10/update

NAC ポリシーに関連付けられているアクセス ルールは、拡張 ACL でなけ
ればなりません。また名前が付けられている必要があります。次の表は、
NAC ポリシーで使用されるアクセス ルールの例です。

アクション 送信元 宛先 サービス ログ 属性

許可 任意 172.30.2.10 ip

このルールを使用すると、ポリシーによって制御されるホストは、IP トラ
フィックを IP アドレス 172.30.2.10 に送信できるようになります。

追加 / 編集 / 削除ボタン

新しい例外ポリシーを作成するには [ 追加 ] をクリックします。既存の例外
ポリシーを変更するには [ 編集 ] ボタンを使用し、例外ポリシーを削除する
場合は [ 削除 ] ボタンを使用します。リストに例外ポリシーが含まれていな
い場合は、[ 編集 ]、[ 削除 ] ボタンは無効になります。

NAC タイムアウト

ルータとネットワーク ホストの EAPoUDP 通信に使用されるタイムアウト
値を設定します。次の表は、全設定のデフォルト、 小、 大値です。

値 デフォルト 小 大

待機期間のタイムアウト 180 秒 60 秒 86,400 秒

再送信のタイムアウト 3 秒 1 秒 60 秒
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NAC の編集タブ 
インターフェイスの選択

NAC タイムアウト設定が適用されるインターフェイスを選択します。

待機期間のタイムアウト フィールド

ルータで認証に失敗したクライアントからのパケットが無視されるまでの
秒数を入力します。

再送信のタイムアウト フィールド

ルータで EAPoUDP メッセージがクライアントに再送信されるまでの秒数
を入力します。

再検証のタイムアウト フィールド

ルータは、クライアントがセキュリティ ポリシーを遵守しているかどう
かを確認するために、クライアントのポスチャ エージェントに定期的に
問い合わせます。ルータでクエリを待機する間隔を秒数で入力します。

ステータス クエリのタイムアウト フィールド

ルータでホスト上のポスチャ エージェントに対するクエリを待機する間
隔を、秒数で入力します。

デフォルトにリセット ボタン

このボタンをクリックすると、すべての NAC タイムアウトがデフォルト
値にリセットされます。

これらのタイムアウト値をグローバルに設定しますチェック ボックス

これらの値をすべてのインターフェイスに適用するには、このチェック 
ボックスを選択します。

再検証のタイムアウト 36,000 秒 300 秒 86,400 秒

ステータス クエリのタイ
ムアウト

300 秒 30 秒 1,800 秒

値 デフォルト 小 大
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NAC の編集タブ
NAC ポリシーの設定

NAC ポリシーは、ルータ インターフェイス上のポスチャの検証プロセス
を有効にし、アドミッション コントロール プロセスでのポスチャの検証
を免除するトラフィックのタイプを指定するために使用できます。

名前フィールド

ポリシーの名前を入力します。

インターフェイス リストの選択

NAC ポリシーを適用するインターフェイスを選択します。ネットワーク 
クライアントをルータに接続するインターフェイスを選択します。

アドミッション ルール フィールド

アクセス ルールを使用して、特定のトラフィックをアドミッション コン
トロール プロセスから免除できます。必須ではありません。アドミッ
ション ルールで使用するアクセス ルールの名前または番号を入力します。
このフィールドの右にあるボタンをクリックして、アクセス ルールを参
照するか、新しいアクセス ルールを作成することもできます。

アクセス ルールには、拒否のステートメントが含まれている必要があり
ます。拒否のステートメントでは、アドミッション コントロール プロセ
スから免除されるトラフィックを指定します。アクセス ルールに拒否の
ステートメントしか含まれていない場合は、ポスチャの検証は実行されま
せん。

次は、NAC アドミッション ルールの ACL エントリの例です。

deny udp any host 10.10.30.10 eq domain

deny tcp any host 10.10.20.10 eq www

permit ip any any

初の拒否のステートメントでは、宛先がポート 53（ドメイン）のトラ
フィックを免除し、2 番目のステートメントでは、宛先がポート 80

（WWW）のトラフィックを免除します。ACL の 後の許可ステートメン
トで、ポスチャの検証が必ず実行されます。
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その他の手順
その他の手順
以降のトピックでは、NAC の作成ウィザードを使用して行うことのでき
ない設定作業の手順について説明しています。

NAC ポリシー サーバを設定する方法

ルータは、Cisco Secure Access Control Server（ACS）ソフトウェア バー
ジョン 3.3 を実行している ACS に接続している必要があります。ACS は、
NAC の実装に RADIUS プロトコルを使用するように設定する必要があり
ます。次のリンクのドキュメントには、設定プロセスの概要が記載されて
います。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns466/c654/cdccont_0
900aecd80217e26.pdf

次のリンクのドキュメントでは、Windows Servers バージョン 3.3 用の 
Cisco Secure ACS のインストールと設定の方法が説明されています。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_soft/csacs4nt/acs3
3/index.htm

ホストにポスチャ エージェントをインストールし設定す
る方法

登録済みの Cisco.com ユーザである場合は、次のリンクから Cisco Trust 
Agent（CTA）ソフトウェアをダウンロードできます。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cta

次のリンクのドキュメントには、ホストへの CTA ソフトウェアのインス
トールと、その設定方法が説明されています。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5923/tsd_products_support_series_ho
me.html

サードパーティ製のポスチャ エージェント ソフトウェアのインストール
に必要なインストール手順とオプションの修復サーバは、使用しているソ
フトウェアによって異なります。完全な詳細については、ベンダーの資料
を参照してください。
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その他の手順
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ルータ プロパティ

ルータ プロパティでは、ルータの全体的な属性を定義できます。たとえ
ば、ルータ名、ドメイン名、パスワード、簡易ネットワーク管理プロトコ
ル（SNMP）ステータス、ドメイン ネーム システム（DNS）サーバ アド
レス、ユーザ アカウント、ルータ ログの属性、仮想端末（vty）設定、
SSH 設定、その他のルータ アクセス セキュリティ設定などです。

デバイス プロパティ
[ デバイス プロパティ ] 画面には、ルータのホスト、ドメイン、およびパス
ワードの情報が表示されます。

デバイス タブ

[ デバイス ] タブには、次のフィールドがあります。

ホスト

このフィールドには、ルータに付ける名前を入力します。

ドメイン

組織のドメイン名を入力します。ドメイン名がわからない場合は、ネット
ワーク管理者に確認してください。
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デバイス プロパティ
バナーのテキストの入力

ルータ バナーのテキストを入力します。このバナーは、ルータにログイ
ンするたびに表示されます。不正アクセスの禁止を知らせるメッセージを
このバナーに記載することをお勧めします。

パスワード タブ

[ パスワード ] タブには、次のフィールドがあります。

Enable Secret パスワード

Cisco Configuration Professional（Cisco CP）では、enable secret パスワード
がサポートされています。このパスワードを使用すると、このルータ上で
設定コマンドを入力できるユーザを制御できます。enable secret パスワー
ドを設定することを強くお勧めします。このパスワードは、Cisco CP の 
[ デバイス プロパティ ] ウィンドウでは読めません。また、ルータ コン
フィギュレーション ファイルには暗号化されて表示されます。したがっ
て、このパスワードを忘れてしまったときのために書き留めておいてくだ
さい。

ルータで実行されている Cisco IOS リリースで enable パスワードもサポー
トされている場合があります。enable パスワードは enable secret パスワー
ドに似ていますが、コンフィギュレーション ファイル内で暗号化される
点が異なります。コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して 
enable パスワードを設定しても、enable secret パスワードが設定されてい
る場合は無視されます。

現在のパスワード

パスワードがすでに設定されている場合は、このエリアにアスタリスク
（*）が表示されます。

新しいパスワードの入力

このフィールドには新しい enable パスワードを入力します。

新しいパスワードの再入力

[新しいパスワードの入力 ] フィールドに入力したのと同じパスワードを再
入力します。
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日付と時刻 : 時計のプロパティ
日付と時刻 : 時計のプロパティ
このウィンドウでは、ルータの日付と時刻の設定を表示したり編集したり
できます。

日付 / 時刻

Cisco CP ステータス バーの右側でルータの日付と時刻の設定を確認できま
す。[ 時計プロパティ ] ウィンドウのこの部分に表示される日付と時刻の設
定は更新されません。

ルータのタイム ソース

このフィールドには、次のいずれかの値が表示されます。

 • NTP ― ルータは NTP サーバから時刻情報を受け取ります。

 • ユーザ設定 ― 日付と時刻の値は、Cisco CP または CLI を使用して手動
で設定します。

 • タイム ソースなし ― ルータには日付または時刻が設定されていませ
ん。

Change Settings

ルータの日付と時刻の設定を変更する場合にクリックします。

日付と時刻のプロパティ

このウィンドウでは、ルータの日付と時刻を設定します。Cisco CP で設定
を PC と同期させることも、ユーザが手動で設定することもできます。

ローカル PC の時計と同期をとる

ルータの日付と時刻の設定を PC の設定と同期させるように Cisco CP を
セットアップする場合にオンにします。
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日付と時刻 : 時計のプロパティ
同期

Cisco CP で時間設定を同期させる場合にクリックします。Cisco CP でこの
方法によって日付と時刻の設定が調整されるのは、ユーザが [ 同期 ] をク
リックしたときだけです。つまり、その後のセッションで設定が自動的に 
PC と同期されるようなことはありません。[ ローカル PC の時計と同期を
とる ] を選択しなかった場合、このボタンは無効になります。

注 [同期] をクリックしたときに Cisco CP で正しい設定が受信されるようにす
るには、Cisco CP を起動する前に PC でタイム ゾーンと夏時間を設定して
おく必要があります。

日付と時刻の編集

このエリアでは、日付と時刻を手動で設定します。年と月はドロップダウ
ン リストから、日はカレンダーで選択できます。[ 時刻 ] エリア内のフィー
ルドには、値を 24 時間制で入力する必要があります。グリニッジ標準時

（GMT）に基づくタイム ゾーンを選択するか、またはリストからタイム 
ゾーン内の主要都市を選択できます。

ルータで夏時間と標準時の時刻設定が自動的に調整されるようにするに
は、[ 自動的に夏時間の調整をする ] を選択します。

適用

[ 日付 ]、[ 時刻 ]、および [ タイム ゾーン ] フィールドに指定した日時の設定
を適用する場合にクリックします。

NTP
ネットワーク タイム プロトコル（NTP）を使用すると、ネットワーク上
のルータの時刻の設定を NTP サーバと同期させることができます。NTP 
クライアントのグループで日付と時刻の情報を同一のソースから取得する
と、各クライアントの時刻設定をより正確に一致させることができます。
このウィンドウでは、設定されている NTP サーバ情報の表示、新しい情
報の追加、および既存の情報の編集または削除を行うことができます。
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日付と時刻 : 時計のプロパティ
注 ルータで NTP コマンドがサポートされていない場合、このブランチは 
[ ルータ プロパティ ] ツリーに表示されません。

IP アドレス

NTP サーバの IP アドレスです。

組織に NTP サーバがない場合は、次の URL に記述されているような公開
サーバを使用することもできます。

http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock2a.html

インターフェイス

ルータと NTP サーバとの通信に使用されるインターフェイスです。

優先する

この NTP サーバが優先 NTP サーバとして指定されている場合は、このカ
ラムに [ はい ] と表示されます。ルータは、優先でないサーバよりも前に優
先 NTP サーバに接続します。優先 NTP サーバは、複数存在する場合があ
ります。

追加

NTP サーバ情報を追加する場合にクリックします。

編集

指定した NTP サーバ設定を編集する場合にクリックします。

削除

指定した NTP サーバ設定を削除する場合にクリックします。

NTP サーバ詳細の追加 / 編集

このウィンドウでは、NTP サーバの情報を追加または編集します。
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日付と時刻 : 時計のプロパティ
IP アドレス

NTP サーバの IP アドレスを入力または編集します。

優先する

このサーバを優先 NTP サーバにする場合にクリックします。

インターフェイス

NTP サーバにアクセスする際に使用するルータ インターフェイスを選択
します。show IP routes という CLI コマンドを実行すると、この NTP サー
バへのルートを持つインターフェイスを確認できます。

注 ポート 123 のトラフィックに対する拡張アクセス ルールが作成され、この
ウィンドウで選択したインターフェイスに適用されます。このインター
フェイスに対するアクセス ルールがすでに存在している場合は、Cisco CP 
によって、このインターフェイス上のポート 123 のトラフィックを許可す
るステートメントが追加されます。既存のルールが標準アクセス ルール
の場合は、トラフィックのタイプと宛先を指定できるように、Cisco CP に
よって拡張ルールに変更されます。

認証キー

NTP サーバで認証キーが使用されている場合は、このボックスを選択し
て、必要な情報をフィールドに入力します。NTP サーバ上のキー情報と一
致する情報を入力する必要があります。

キー番号

認証キーの番号を入力します。キー番号の範囲は 0 ～ 4294967295 です。

キー値

NTP サーバで使用されるキーを入力します。キー値には、アルファベット 
A ～ Z（大文字または小文字）を使用できます。キー値の長さは 32 文字以
内です。

キー値の確認

確認のため、キー値を再入力します。
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日付と時刻 : 時計のプロパティ
SNTP
このウィンドウは、Cisco 830 ルータの場合に表示されます。簡易ネット
ワーク タイム プロトコル（SNTP）はネットワーク タイム プロトコル

（NTP）の簡易版です。NTP を使用すると、ネットワーク上のルータの時
刻設定を NTP サーバと同期させることができます。NTP クライアントの
グループで日付と時刻の情報を同一のソースから取得すると、各クライア
ントの時刻設定をより正確に一致させることができます。このウィンドウ
では、設定されている NTP サーバ情報の表示、新しい情報の追加、およ
び既存の情報の編集または削除を行うことができます。

注 ルータで NTP コマンドがサポートされていない場合、このブランチは 
[ ルータ プロパティ ] ツリーに表示されません。

プロパティ

この NTP サーバのシステム定義名です。

値

この NTP サーバの IP アドレスです。

追加

NTP サーバ情報を追加する場合にクリックします。

編集

指定した NTP サーバ設定を編集する場合にクリックします。

削除

指定した NTP サーバ設定を削除する場合にクリックします。

NTP サーバ詳細の追加

このウィンドウでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。
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日付と時刻 : 時計のプロパティ
注 ポート 123 のトラフィックに対する拡張アクセス ルールが作成され、この
ウィンドウで選択したインターフェイスに適用されます。このインター
フェイスに対するアクセス ルールがすでに存在する場合は、Cisco CP に
よって、このインターフェイス上のポート 123 のトラフィックを許可する
ステートメントが追加されます。既存のルールが標準アクセス ルールの
場合は、トラフィックのタイプと宛先を指定できるように、Cisco CP に
よって拡張ルールに変更されます。

IP アドレス

NTP サーバの IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記で入力しま
す。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してくだ
さい。

ロギング

このウィンドウでは、システム メッセージのロギングを有効にしたり、
ログを格納するロギング ホストを指定したりできます。送信および収集
するロギング メッセージのレベルの指定、および複数のロギング ホスト
のホスト名または IP アドレスの入力が可能です。

IP アドレス / ホスト名

[ 追加 ] をクリックして、ルータから送信されるロギング メッセージの格納
先のネットワーク ホストの IP アドレスまたはホスト名を入力します。入
力した情報を変更するには、[ 編集 ] ボタンをクリックし、エントリを削除
するには、[ 削除 ] ボタンをクリックします。

ロギング ホストに送信するメッセージのタイプを指定するには、[ ロギン
グ レベル ] ドロップダウン リストからロギングのレベルを選択します。詳
細については、「ロギング レベル」を参照してください。

ロギング レベル

[ ロギング レベル ] ドロップダウン リストから指定できるロギング レベル
は次のとおりです。

 • 緊急（0）
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日付と時刻 : 時計のプロパティ
 • アラート（1）

 • 重大（2）

 • エラー（3）

 • 警告（4）

 • 通知（5）

 • 情報（6）

 • デバッグ（7）

指定したレベル以下のすべてのメッセージがログに収集されるか、ルータ
によりロギング ホストに送信されます。たとえば、通知（5）を選択する
と、レベル 0 ～ 5 のメッセージが収集または送信されます。ファイア
ウォールのロギング メッセージのロギング レベルはデバッグ（7）、アプ
リケーション セキュリティのロギング メッセージのロギング レベルは情
報（6）である必要があります。

バッファへのロギング

システム メッセージのログがルータのバッファに収集されるようにする
には、[ 編集 ] をクリックしたときに Cisco CP に表示されるダイアログで 
[ ロギング バッファ ] チェック ボックスを選択し、[ バッファ サイズ ] 
フィールドにバッファ サイズを入力します。バッファ サイズを大きくす
ると、新しいエントリ用の領域を確保するために も古いエントリが削除
されるまでに格納できるエントリ数が多くなります。ただし、ロギングの
ニーズとルータのパフォーマンスのバランスをとる必要があります。

ログに収集するメッセージのタイプを指定するには、[ ロギング レベル ] ド
ロップダウン リストからロギングのレベルを選択します。詳細について
は、「ロギング レベル」を参照してください。

SNMP
このウィンドウでは、SNMP の有効化、SNMP コミュニティ文字列の設
定、および SNMP トラップ マネージャ情報の入力を行うことができます。

SNMP を有効にする

SNMP のサポートを有効にする場合に選択します。SNMP のサポートを無
効にする場合は選択を解除します。SNMP はデフォルトでは有効です。
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コミュニティ文字列

SNMP コミュニティ文字列は、管理情報ベース（MIB）への埋め込みパス
ワードです。MIB にはルータの動作に関するデータが格納され、認証され
たリモート ユーザだけが MIB を使用できます。コミュニティ文字列には、
"public" と "private" の 2 つのタイプがあります。"public" コミュニティ文
字列は、コミュニティ文字列を除く MIB 内のすべてのオブジェクトに対
する読み取り専用アクセスを可能にします。一方、"private" コミュニティ
文字列は、コミュニティ文字列を除く MIB 内のすべてのオブジェクトに
対する読み書きアクセスを可能にします。

コミュニティ文字列の表には、設定されているすべてのコミュニティ文字
列とそのタイプが表示されます。[ 追加 ] ボタンをクリックすると、[ コ
ミュニティ文字列の追加 ] ダイアログ ボックスが表示され、新しいコミュ
ニティ文字列を追加できます。[ 編集 ] または [ 削除 ] ボタンをクリックする
と、表で選択したコミュニティ文字列を編集または削除できます。

トラップ レシーバ

トラップ レシーバの IP アドレス（トラップ情報の送信先アドレス）とコ
ミュニティ文字列を入力します。これらは、通常はドメインを監視する 
SNMP 管理ステーションの IP アドレスです。アドレスがわからない場合
は、サイト管理者に確認してください。

トラップ レシーバ情報を管理するには、[ 追加 ]、[ 編集 ]、または [ 削除 ] ボ
タンをクリックします。

SNMP サーバの場所

SNMP サーバの場所を入力するためのテキスト フィールドです。これは、
ルータの動作に影響を及ぼす設定パラメータではありません。

SNMP サーバの連絡先

SNMP サーバの管理者の連絡先情報を入力するためのテキスト フィールド
です。これは、ルータの動作に影響を及ぼす設定パラメータではありませ
ん。
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Netflow
このウィンドウには、Netflow が設定されているインターフェイスで、
Netflow の上位トーカーを監視するためにどのようにルータが設定されて
いるかが表示されます。表示される項目の詳細については、「Netflow トー
カー」を参照してください。

Netflow のパラメータはルータ上で監視できます。また、[ 監視 ] > [ イン
ターフェイス ステータス ]、および [ 監視 ] > [ トラフィック ステータス ] > 
[ 上位 N トラフィック フロー] で上位トーカーの統計情報を確認できます。
Netflow の上位トーカーを有効化していない場合は、上位 10 のトーカーが
監視されます。

Netflow トーカー

このウィンドウでは、上位トーカーを Netflow できます。

上位トーカーの有効化

[ 上位トーカーの有効化 ] チェック ボックスを選択すると、Netflow が設定
されているインターフェイス上で上位トーカーを監視できるようになりま
す。

上位トーカー

[ 上位トーカー ] 数値ボックスには、上位トーカーの数を設定します。数値
は 1 ～ 200 の範囲から選択します。Cisco CP では、設定された上位トー
カーの数を上限としてデータが追跡および記録されます。

キャッシュ タイムアウト

[ キャッシュ タイムアウト ] 数値ボックスには、上位トーカーのキャッシュ
のタイムアウト値をミリ秒単位で設定します。数値は 1 ～ 3600000 の範囲
から選択します。タイムアウトに到達すると、上位トーカーのキャッシュ
が更新されます。

並べ替え

[ 並べ替え ] ドロップダウン リストからバイトまたはパケットを選択して、
上位トーカーの並べ替えの基準を指定します。
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ルータ アクセス
このウィンドウには、ルータ アクセス関連機能の説明が表示されます。

ユーザ アカウント : ルータ アクセス用のユーザ アカウン
トの設定

このウィンドウでは、ユーザが HTTP、Telnet、PPP、またはその他の方法
でルータにログインするときに認証を受けるためのアカウントとパスワー
ドを定義できます。

ユーザ名

ユーザ アカウント名を入力します。

パスワード

ユーザ アカウントのパスワードを入力します。入力したパスワードはア
スタリスク（*）で表示されます。

注 ユーザ パスワードは、[ デバイス プロパティ ― パスワード ] タブで設定さ
れる enable secret パスワードとは異なるものです。指定されたユーザによ
るルータへのログインと限定されたコマンド セットの入力を可能にしま
す。

権限レベル

ユーザの権限レベルを入力します。

ビュー名

ユーザ アカウントに CLI ビューが関連付けられている場合は、その
ビュー名がこのカラムに表示されます。ビューによって、ユーザの役割に
基づく Cisco CP へのアクセス権が定義されます。詳細については、

「ビューをユーザに関連付ける」を参照してください。
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注 Cisco CP は、ユーザ定義のビューまたは変更された Cisco CP 定義のビュー
で起動されると、監視モードで動作します。この場合、ユーザには読み取
り専用の権限が与えられます。監視可能な Cisco CP の機能は、ビューに表
示されるコマンドによって決まります。すべての機能が監視に利用できる
とは限りません。

実行する操作

目的： 手順：

新しいユーザ アカウン
トを追加する。

[ 追加 ] をクリックする。次に、[ ユーザ名の追
加 ] ウィンドウでアカウントを追加する。

ユーザ アカウントを編
集する。

ユーザ アカウントを選択して [編集] をクリック
する。次に、[ ユーザ名の編集 ] ウィンドウでア
カウントを編集する。

ユーザ アカウントを削
除する。

ユーザ アカウントを選択して [削除] をクリック
する。表示される警告ボックスで削除を確認す
る。

 

ユーザ名の追加 / 編集

このウィンドウの各フィールドでは、ユーザ アカウントを追加または編
集します。

ユーザ名

このフィールドでは、ユーザ名を入力または編集します。

パスワード

このフィールドでは、パスワードを入力または編集します。
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パスワードの確認

このフィールドにはパスワードを再入力します。パスワードと確認パス
ワードが一致しない場合は、[OK] をクリックするとエラー メッセージ 
ウィンドウが表示されます。

[OK] をクリックすると、追加または編集したアカウント情報が [Telnet の
ユーザ アカウントの設定 ] ウィンドウに表示されます。

MD5 ハッシュ アルゴリズムを使用してパスワードを暗号化チェック ボックス

単方向の Message Digest 5（MD5）アルゴリズムを使用してパスワードを
暗号化する場合に選択します。MD5 は、暗号化による強力な保護を可能
にします。

注 CHAP などのクリア テキスト パスワードの取得を必要とするプロトコル
は、MD5 で暗号化されたパスワードと併用することはできません。MD5 
の暗号化は不可逆です。したがって、パスワードをクリア テキストに戻
すには、ユーザ アカウントを一度削除して、このチェック ボックスを選
択しないで再作成する必要があります。

権限レベル

ユーザの権限レベルを入力します。CLI コマンドに権限レベルを適用する
と、そのコマンドを実行できるのは、そのコマンドに対して設定された権
限レベル以上の権限を持つユーザだけになります。

ビューをユーザに関連付ける

このフィールドは、ルータ アクセスのユーザ アカウントを設定している
ときに表示されます。Cisco CP の別のエリアで作業をしている場合は、表
示されないことがあります。

ユーザ アクセスを特定のビューに制限する場合は、このチェック ボック
スを選択します。ユーザに初めてビューを関連付ける場合は、ビュー パ
スワードの入力を要求されます。このオプションは、[ 追加タスク ] ツリー
の [ ルータ アクセス ] ノードだけで使用できます。

ビュー名 :
このユーザに関連付けるビューを次の中から選択します。
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 • SDM_Administrator ― このビュー タイプが関連付けられたユーザは、
Cisco CP への完全なアクセス権を持ち、Cisco CP でサポートされてい
るすべての操作を実行できます。

 • SDM_Monitor ― このビュー タイプが関連付けられたユーザは、Cisco 
CP でサポートされているすべての機能を監視できます。Cisco CP を使
用して設定を配信することはできません。ユーザは [ インターフェイ
スと接続 ]、[ ファイアウォール ]、[VPN] などのさまざまな Cisco CP の
エリアに移動できます。ただし、これらのエリア内のユーザ インター
フェイスのコンポーネントは無効になっています。

 • SDM_Firewall ― このビュー タイプが関連付けられたユーザは、Cisco 
CP のファイアウォール機能と監視機能を使用できます。ファイア
ウォール ウィザード、ファイアウォール ポリシー ビュー、および 
ACL エディタを使用してファイアウォールと ACL を設定できます。
他のエリア内のユーザ インターフェイスのコンポーネントは使用でき
ません。

 • SDM_EasyVPN_Remote ― このビュー タイプが関連付けられたユーザ
は、Cisco CP の Easy VPN リモート機能を使用できます。Easy VPN リ
モート接続を作成したり、編集したりできます。他のエリア内のユー
ザ インターフェイスのコンポーネントは使用できません。

詳細

[ ビューをユーザに関連付ける ] エリアには、指定したビューの詳細が表示
されます。指定したビューに関するさらに詳細な情報を参照するには、
[ 詳細 ] ボタンをクリックします。

ビュー パスワード

ユーザに初めてビューを関連付ける際には、Cisco CP 定義のビューに対す
るビュー パスワードの入力を要求されます。ビューを切り替える場合は
このパスワードを使用します。

ビュー パスワードの入力

[ ビュー パスワード ] フィールドにビュー パスワードを入力します。
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vty 設定
このウィンドウには、ルータの仮想端末（vty）設定が表示されます。[ プ
ロパティ ] カラムには、設定済みの回線範囲と各範囲に設定可能なプロパ
ティが含まれます。これらのプロパティの設定は、[ 値 ] カラムに含まれま
す。

この表では、ルータの vty 設定が次のカラムに表示されます。

 • 回線範囲 ― この行の他の設定が適用される vty 接続の範囲が表示され
ます。

 • 許可される入力プロトコル ― 入力用に設定されたプロトコルが表示さ
れます。表示される値は、Telnet、SSH、または Telnet と SSH の両方
です。

 • 許可される出力プロトコル ― 出力用に設定されたプロトコルが表示さ
れます。表示される値は、Telnet、SSH、または Telnet と SSH の両方
です。

 • EXEC タイムアウト ― セッションがアイドル状態になってから終了す
るまでの秒数が表示されます。

 • インバウンド アクセスクラス ― 回線範囲のインバウンド方向に適用
されるアクセス ルールの名前または番号が表示されます。

 • アウトバウンド アクセスクラス ― 回線範囲のアウトバウンド方向に
適用されるアクセス ルールの名前または番号が表示されます。

 • ACL ― 設定されている場合は、vty 接続に関連付けられている ACL が
表示されます。

 • 認証ポリシー ― この vty 回線に関連付けられている AAA 認証ポリ
シーです。このフィールドは、ルータに AAA が設定されている場合
にだけ表示されます。

 • 許可ポリシー ― この vty 回線に関連付けられている AAA 許可ポリ
シーです。このフィールドは、ルータに AAA が設定されている場合
にだけ表示されます。

注 SSH を入力または出力プロトコルとして使用するには、[ 追加タスク ] ツ
リーで [SSH] をクリックし、RSA キーを生成することによって SSH を有
効にする必要があります。
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vty 回線の編集

このウィンドウでは、ルータの仮想端末（vty）設定を編集できます。

回線範囲

このウィンドウで行った設定を適用する vty 回線の範囲を入力します。

タイムアウト

アイドル状態の接続が切断されるまでの時間を秒単位で入力します。

入力プロトコル

適切なチェック ボックスをクリックして入力プロトコルを選択します。

[Telnet] チェック ボックス

ルータへの Telnet アクセスを可能にする場合に選択します。

[SSH] チェック ボックス

SSH クライアントによるルータへのログインを可能にする場合に選択しま
す。

出力プロトコル

適切なチェック ボックスをクリックして出力プロトコルを選択します。

[Telnet] チェック ボックス

ルータへの Telnet アクセスを可能にする場合に選択します。

[SSH] チェック ボックス

ルータと SSH クライアントの通信を可能にする場合に選択します。

アクセス ルール

アクセス ルールを関連付けて、範囲内の vty 回線上のインバウンド トラ
フィックとアウトバウンド トラフィックをフィルタできます。
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インバウンド

インバウンド トラフィックをフィルタするアクセス ルールの名前または
番号を入力するか、ボタンをクリックしてアクセス ルールを参照します。

アウトバウンド

アウトバウンド トラフィックをフィルタするアクセス ルールの名前また
は番号を入力するか、ボタンをクリックしてアクセス ルールを参照しま
す。

認証 / 許可

これらのフィールドは、ルータ上で AAA が有効になっている場合にだけ
表示されます。AAA を有効にするには、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [AAA] 
> [AAA の要約 ] > [AAA の有効化 ] の順にクリックします。

認証ポリシー

この vty 回線に使用する認証ポリシーを選択します。

許可ポリシー

この vty 回線に使用する許可ポリシーを選択します。

管理アクセス ポリシーの設定

このウィンドウでは、既存の管理アクセス ポリシーを確認したり、編集
するポリシーを選択したりできます。´ 管理アクセス ポリシーでは、ルー
タのコマンドライン インターフェイスへのアクセスを許可するネット
ワークとホストを指定します。また、ポリシー内のホストまたはネット
ワークが使用できるプロトコルや管理トラフィックの伝送に使用するルー
タ インターフェイスも指定できます。

ホスト / ネットワーク

ネットワーク アドレスまたはホストの IP アドレスです。ネットワーク ア
ドレスを指定すると、ポリシーはそのネットワーク上のすべてのホストに
適用されます。ホスト アドレスを指定すると、ポリシーはそのホストだ
けに適用されます。

ネットワーク アドレスは、次の例のように、ネットワーク番号 / ネット
ワーク ビットの形式で表示されます。
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172.23.44.0/24

この形式および IP アドレスとサブネット マスクの使い方の詳細について
は、「IP アドレスとサブネット マスク」を参照してください。

管理インターフェイス

管理トラフィックの伝送に使用されるルータ インターフェイスです。

許可されるプロトコル

このカラムには、指定したホストがルータと通信するときに使用できるプ
ロトコルが表示されます。次のプロトコルを設定できます。

 • Cisco CP ― 指定したホストは Cisco CP を使用できます。

 • Telnet ― 指定したホストは Telnet を使用してルータの CLI にアクセス
できます。

 • SSH ― 指定したホストはセキュア シェル（SSH）を使用してルータの 
CLI にアクセスできます。

 • HTTP ― 指定したホストは Hypertext Transfer Protocol（HTTP）を使用
してルータにアクセスできます。Cisco CP を指定した場合は、HTTP 
または HTTPS も指定する必要があります。

 • HTTPS ― 指定したホストは Hypertext Transfer Protocol Secure
（HTTPS）を使用してルータにアクセスできます。

 • RCP ― 指定したホストはリモート コピー プロトコル（RCP）を使用
してルータ上のファイルを管理できます。

 • SNMP ― 指定したホストは簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
を使用してルータを管理できます。

追加ボタン

管理ポリシーを追加する場合にクリックし、[ 管理ポリシーの追加 ] ウィン
ドウでポリシーを指定します。

編集ボタン

管理ポリシーを編集する場合にクリックし、[ 管理ポリシーの編集 ] ウィン
ドウでポリシーを指定します。
32-19
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 32 章     ルータ プロパティ        

vty 設定
削除ボタン

指定した管理ポリシーを削除する場合にクリックします。

適用ボタン

[ 管理ポリシーの追加 / 編集 ] ウィンドウでルータの設定に加えた変更を適
用する場合にクリックします。

変更の破棄ボタン

[ 管理ポリシーの追加 / 編集 ] ウィンドウでルータの設定に加えた変更を破
棄する場合にクリックします。変更は破棄され、[ 管理アクセス ポリシー
の設定 ] ウィンドウから削除されます。

管理ポリシーの追加 / 編集

このウィンドウでは、管理ポリシーを追加または編集します。

タイプ

ホスト アドレスとネットワーク アドレスのどちらを指定するか選択しま
す。

IP アドレス / サブネット マスク

[ タイプ ] フィールドで [ ネットワーク ] を選択した場合は、ホストの IP ア
ドレスを入力するか、またはネットワーク アドレスとサブネット マスク
を入力します。詳細については、「IP アドレスとサブネット マスク」を参
照してください。

インターフェイス

管理トラフィックを許可するインターフェイスを選択します。このイン
ターフェイスは、ホストまたはネットワークからローカル ルータへの
も直接的なルートでなければなりません。
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vty 設定 
管理プロトコル

ホストまたはネットワークに対して許可する管理プロトコルを指定しま
す。

Cisco CP を許可する

指定したホストまたはネットワークに Cisco CP へのアクセスを許可する場
合に選択します。このチェック ボックスを選択すると、Telnet、SSH、
HTTP、HTTPS、および RCP プロトコルが自動的に選択されます。このオ
プションを選択しても、他のプロトコルを許可できます。

ユーザが Cisco CP にログインするときにセキュアなプロトコルを使用する
ように設定するには、[ セキュアなプロトコルのみ許可する ] を選択しま
す。このチェック ボックスを選択すると、SSH、HTTPS、および RCP プ
ロトコルが自動的に選択されます。Telnet などのセキュアでないプロトコ
ルを選択すると、Cisco CP によって [ セキュアなプロトコルのみ許可する ] 
の選択が自動的に解除されます。

管理プロトコルは個別に指定可能

ホストまたはネットワークで使用可能なプロトコルを個別に指定するに
は、[Telnet]、[SSH]、[HTTP]、[RCP]、[SNMP] の中から該当するチェッ
ク ボックスを選択します。

[VTY] ウィンドウで Telnet と SSH が無効になっていて（選択されていな
い）、[SNMP プロパティ ] ウィンドウで SNMP が無効になっている場合は、
このウィンドウでこれらのプロトコルを選択すると、有効にすることを勧
めるメッセージが表示されます。

注 ルータの Cisco IOS リリースで HTTPS がサポートされていない場合は、
[セキュアなプロトコルのみ許可する] および [HTTPS] オプションが無効に
なります。

管理アクセス エラー メッセージ

管理アクセス機能によって次のエラー メッセージが生成される場合があ
ります。
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エラー メッセージ   

SDM 警告：ANY は許可されていません。

説明   管理ポリシーの送信元または宛先ルール エントリのいずれかに
「any」キーワードが含まれている場合、そのポリシーは読み取り専用
です。読み取り専用のポリシーは [ 管理アクセス ] ウィンドウで編集で
きません。ポリシーに「any」キーワードが含まれていると、次の理
由でセキュリティ リスクが生じる可能性があります。

 – 送信元に「any」が関連付けられている場合、あらゆるネットワー
クからのトラフィックがルータに到達できる。

 – 宛先に「any」が関連付けられている場合、ルータがサポートして
いるネットワーク上のすべてのノードへのアクセスが許可される。

推奨アクション   [ ルール ] ウィンドウでルールを選択して [ 編集 ] をク
リックすると、このメッセージの原因となったアクセス エントリを削
除できます。または、[ インターフェイスと接続 ] ウィンドウで、ルー
ルとそのルールが適用されたインターフェイスの関連付けを解除でき
ます。

エラー メッセージ   

SDM 警告：アクセス コントロール エントリがサポートされていません。

説明   管理ポリシーを適用したインターフェイスまたは vty 回線に、サ
ポートされていないアクセス コントロール エントリ（ACE）が関連
付けられている場合、管理ポリシーは読み取り専用になります。サ
ポートされていない ACE は CLI を使用して削除できます。サポート
されていない ACE とは、Cisco CP でサポートされていないキーワード
または構文を含む ACE のことです。
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vty 設定 
エラー メッセージ   

SDM 警告：SDM は許可されていません。

説明   このメッセージは、このルータ上の Cisco CP へのアクセスをホ
ストまたはネットワークに許可する管理アクセス ポリシーがまだ設定
されていない場合に表示されます。

推奨アクション   このルータ上の Cisco CP へのアクセスを可能にするに
は、このようなポリシーを設定する必要があります。Cisco CP へのア
クセスをホストまたはネットワークに許可する管理アクセス ポリシー
が設定されていない間は、他の機能に移動することもコマンドをルー
タに配信することもできません。

エラー メッセージ   

SDM 警告：現在のホストは許可されていません。

説明   このメッセージは、このルータ上の Cisco CP へのアクセスを現
在のホストまたはネットワークに許可する管理アクセス ポリシーが設
定されていない場合に表示されます。

推奨アクション   現在のホストまたはネットワークからこのルータ上の 
Cisco CP にアクセスできるようにするには、このようなポリシーを作
成する必要があります。作成しない場合、設定をルータに配信した時
点で、ルータとの接続が切断されます。現在のホストまたはネット
ワークに対する管理アクセス ポリシーを今すぐ追加する場合は、[ は
い ] をクリックします。現在のホストまたはネットワークに対する管
理アクセス ポリシーを追加せずに続行する場合は、[ いいえ ] をクリッ
クします。この場合、コマンドの配信中にルータとの接続が切断さ
れ、別のホストまたはネットワークを使用しないと Cisco CP にログイ
ンできなくなります。

SSH
このルータにはセキュア シェル（SSH）サーバが実装されています。SSH 
サーバは、SSH クライアントが安全な暗号化された接続を確立してシスコ
のルータと通信できるようにします。SSH 接続では、インバウンド Telnet 
接続と同様の機能が提供されますが、Cisco IOS ソフトウェア認証で使用
される強力な暗号化機能も提供されます。Cisco IOS ソフトウェアの SSH 
32-23
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 32 章     ルータ プロパティ        
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サーバは、公開および商用の SSH クライアントと連携します。ルータで 
IPsec DES または 3DES Cisco IOS リリースが使用されていない場合、およ
び [ 追加タスク ] ツリーに [SSH] ブランチが表示されない場合、この機能は
無効になります。

SSH では、RSA 暗号キーを使用してルータと SSH クライアント間のデー
タが暗号化されます。このウィンドウで RSA キーを生成すると、ルータ
と SSH クライアント間の SSH 通信が可能になります。

ステータス メッセージ

暗号キーはこのデバイスに設定されていません。

デバイスに暗号キーが設定されていない場合に表示されます。キーが設定
されていない場合は、モジュラス サイズを入力してキーを生成できます。

RSA キーはこのルータに設定されています。

暗号キーが生成された場合に表示されます。このルータでは SSH が有効
です。

キー モジュラス サイズ ボタン

暗号キーが生成されていない場合に表示されます。このボタンをクリック
して、キーのモジュラス サイズを入力します。モジュラス値を 512 ～ 
1024 の範囲内の値にする場合は、64 の倍数（整数値）を入力します。
1024 より大きい値にする場合は、1536 または 2048 を入力します。512 以
上の値を入力すると、キーの生成に 1 分以上かかる場合があります。

RSA キーの生成ボタン

入力したモジュラス サイズに基づいてルータの暗号キーを生成する場合
にクリックします。暗号キーが生成されている場合、このボタンは無効に
なります。

DHCP 設定
このウィンドウでは、ルータの DHCP 設定を管理できます。
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DHCP 設定 
DHCP プール

このウィンドウには、ルータに設定されている DHCP プールが表示されま
す。

プール名

DHCP プールの名前です。

インターフェイス

DHCP プールが設定されているインターフェイスです。このインターフェ
イスに接続されたクライアントは、この DHCP プールから IP アドレスを
受け取ります。

DHCP プール < 名前 > の詳細

このエリアには、< 名前 > というプールに関する次の詳細情報が表示され
ます。

 • DHCP プール範囲 ― クライアントに割り当て可能な IP アドレスの範
囲。

 • デフォルト ルータ IP アドレス ― ルータに DHCP プールと同じサブ
ネット内の IP アドレスが割り当てられている場合のルータのアドレ
ス。

 • DNS サーバ ― ルータから DHCP クライアントに渡される DNS サーバ
の IP アドレス。

 • WINS サーバ ― ルータから DHCP クライアントに渡される WINS サー
バの IP アドレス。

 • ドメイン名 ― ルータに設定されているドメイン名。

 • リース期間 ― ルータからクライアントに IP アドレスがリースされる
期間。

 • すべてをインポート ― ルータが DHCP オプション パラメータを 
DHCP サーバのデータベースにインポートし、LAN 上の DHCP クライ
アントが IP アドレスを要求したときにこの情報を送信するかどうか。
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DHCP 設定
追加

新しい DHCP プールを作成する場合に選択します。DHCP プール名、
DHCP プールのネットワーク、DHCP プールの IP アドレス範囲、および
リース期間を指定する必要があります。オプションで、DNS サーバ、
WINS サーバ、ドメイン名、およびデフォルト ルータも DHCP プールに設
定できます。

編集

既存の DHCP プールを編集する場合に選択します。

削除

DHCP プールを削除する場合に選択します。

DHCP プール ステータス

指定したプールからリースされている IP アドレスを表示するには、この
ボタンをクリックします。ネットワーク、IP アドレス範囲、リース期間、
DNS サーバ、WINS サーバ、ドメイン名、およびデフォルト ルータ以外
のパラメータが指定されている DHCP プールは、Cisco CP で読み取り専用
として表示されます。また、非連続的な IP アドレス範囲が指定されてい
る DHCP プールも読み取り専用として表示されます。

DHCP プールの追加 / 編集

このウィンドウでは、DHCP プールを追加または編集します。Cisco CP の
デフォルト プールは編集できません。

DHCP プール名

このフィールドには、DHCP プールの名前を入力します。

DHCP プールのネットワーク

プールの IP アドレスを取得するネットワーク（192.168.233.0 など）を入
力します。個別のホストの IP アドレスは入力できません。
32-26
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 32 章     ルータ プロパティ
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サブネット マスク

サブネット マスクを入力します。255.255.255.0 と指定すると、255 個の IP 
アドレスを使用できるようになります。

DHCP プール

範囲内の開始 IP アドレスと終了 IP アドレスを入力します。たとえば、
ネットワークが 192.168.233.0 でサブネット マスクが 255.255.255.0 の場
合、開始アドレスは 192.168.233.1、終了アドレスは 192.168.233.254 です。

リース期間

クライアントに IP アドレスがリースされる期間を入力します。アドレス
のリース期間を無期限にするか、またはリース期間を日数、時間数、およ
び分数で指定できます。365 日、23 時間、または 59 分を超える期間は指
定できません。

DHCP オプション

DNS サーバ、WINS サーバ、ドメイン名、およびデフォルト ルータの情
報を DHCP オプション フィールドに入力します。これらの値は、DHCP 
クライアントから IP アドレスが要求されたときに、それらのクライアン
トに送信されます。

すべての DHCP オプションを DHCP サーバ データベースにインポートする

DHCP オプション パラメータを DHCP サーバのデータベースにインポー
トし、LAN 上の DHCP クライアントから IP アドレスが要求されたときに
この情報も送信されるようにする場合は、このオプションをクリックしま
す。

DHCP バインディング

このウィンドウには、既存の手動 DHCP バインディングが表示されます。
手動 DHCP バインディングでは、使用可能な DHCP プール内の IP アドレ
スが特定のクライアントから要求されるたびに、同じ IP アドレスを割り
当てることができます。

また、新しいバインディングの追加、既存のバインディングの編集、また
は既存のバインディングの削除も行えます。
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バインディング名

DHCP バインディングに割り当てられた名前です。

ホスト /IP マスク

クライアントにバインドされた IP アドレスとマスクです。

MAC アドレス

クライアントの MAC アドレスです。

タイプ

MAC アドレスには次のタイプがあります。

 • イーサネット 

クライアントにはハードウェア アドレスが設定されています。

 • IEEE802 

クライアントにはハードウェア アドレスが設定されています。

 • < なし >

クライアントにはクライアント識別子が設定されています。

クライアント名

クライアントにオプションで割り当てられた名前です。

追加ボタン

新しい手動 DHCP バインディングを追加する場合にクリックします。

編集ボタン

指定した手動 DHCP バインディングを編集する場合にクリックします。

削除ボタン

指定した手動 DHCP バインディングを削除する場合にクリックします。
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DHCP バインディングの追加 / 編集

このウィンドウでは、既存の手動 DHCP バインディングを追加または編集
できます。

名前

DHCP バインディングに設定する名前を入力します。DHCP バインディン
グを編集している場合、このフィールドは読み取り専用です。

ホスト IP アドレス

クライアントにバインドする IP アドレスを入力します。クライアントが
使用できる DHCP プール内のアドレスを指定する必要があります。別の 
DHCP バインディングで使用中のアドレスは入力しないでください。

マスク

ホストの IP アドレスに使用されているマスクを入力します。

識別子

MAC アドレスが設定されたクライアントを識別する方法を、ドロップダ
ウン リストから選択します。

MAC アドレス

クライアントの MAC アドレスを入力します。別の DHCP バインディング
で使用中のアドレスは入力しないでください。

タイプ

[ 識別子 ] ドロップダウン メニューから [ ハードウェア アドレス ] を選択し
た場合は、[ イーサネット ] または IEEE802 を選択してクライアントの 
MAC アドレス タイプを設定します。
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DNS プロパティ
クライアント名（オプション）

クライアントを識別する名前を入力します。ドメイン形式の名前ではな
く、ホスト名だけを指定する必要があります。たとえば、router は指定で
きますが、router.cisco.com は指定できません。

DNS プロパティ
ドメイン ネーム システム（DNS）は、インターネットのホスト名とその 
IP アドレスを格納したデータベースです。これらのホスト名と IP アドレ
スは、専用の DNS サーバに分散して格納されています。DNS を使用する
と、ネットワーク ユーザは、覚えにくい IP アドレスではなく名前でホス
トを参照できます。このウィンドウでは、ホスト名からアドレスへの変換
に DNS サーバを使用できるように設定します。

DNS ベースのホスト名 - アドレス変換を有効にするチェック ボックス

ルータで DNS を使用できるようにする場合に選択します。DNS を使用し
ない場合は、選択を解除します。

DNS IP アドレス

ルータから DNS 要求が送信される DNS サーバの IP アドレスを入力しま
す。

DNS の IP アドレス情報を管理するには、[ 追加 ]、[ 編集 ]、または [ 削除 ] ボ
タンをクリックします。

動的 DNS 方式
このウィンドウには、動的 DNS 方式のリストが表示されます。

表示される各動的 DNS 方式では、その方式を更新したときに、[ 設定 ] > 
[ ルータ ] > [ ルータ（詳細設定）] > [ 動的 DNS] に設定されているホスト名と
ドメイン名が送信されます。ただし、WAN インターフェイスの設定時に
動的 DNS 方式を作成すると、[ 設定 ] > [ ルータ ] > [ ルータ（詳細設定）] > 
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動的 DNS 方式  
[ 動的 DNS] に設定されているホスト名とドメイン名を上書きできます。こ
の場合、指定したホスト名とドメイン名は、作成した DNS 方式にだけ適
用されます。

一部の動的 DNS 方式は読み取り専用です。読み取り専用の動的 DNS 方式
は CLI を使用して Cisco IOS ソフトウェアに設定されたもので、編集した
り削除したりすることはできません。これらの読み取り専用方式を編集で
きるようにするには、CLI を使用して内部キャッシュまたはホスト グルー
プのオプションを HTTP または IETF に変更します。

追加ボタン

新しい動的 DNS 方式を作成するには、[ 追加 ] ボタンをクリックします。

編集ボタン

動的 DNS 方式を編集するには、編集する方式を既存の動的 DNS 方式のリ
ストから選択し、[ 編集 ] をクリックします。

削除ボタン

動的 DNS 方式を削除するには、削除する方式を既存の動的 DNS 方式のリ
ストから選択し、[ 削除 ] をクリックします。

注 1 つ以上のインターフェイスに関連付けられている動的 DNS 方式を削除し
ようとすると、警告メッセージが表示されます。

動的 DNS 方式の追加 / 編集

このウィンドウでは、動的 DNS 方式を追加または編集できます。[HTTP] 
または [IETF] を選択して、方式のタイプを設定してください。

HTTP

動的 DNS 方式のタイプを HTTP に設定すると、関連するインターフェイ
スの IP アドレスが変更されたときに、DNS サービス プロバイダが更新さ
れます。
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動的 DNS 方式
サーバ

HTTP を使用する場合、DNS サービス プロバイダのドメイン アドレスを
ドロップダウン メニューから選択します。

ユーザ名

HTTP を使用する場合、DNS サービス プロバイダへのアクセスに使用する
ユーザ名を入力します。

パスワード

HTTP を使用する場合、DNS サービス プロバイダへのアクセスに使用する
パスワードを入力します。

IETF

動的 DNS 方式のタイプを IETF に設定すると、関連するインターフェイス
の IP アドレスを変更したときに、DNS サーバが更新されます。

IETF を使用する場合、[ 設定 ] > [ ルータ ] > [DNS] でルータ用の DNS サーバ
を設定します。
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ACL エディタ

ルールでは、特定の種類のトラフィックにルータがどのように対応するか
を定義します。Cisco CP を使用すると、アクセス ルール、NAT ルール、
および IPSec ルールを作成できます。アクセス ルールでは、ルータがブ
ロックするトラフィック タイプと許可するトラフィック タイプを定義し
ます。NAT ルールでは、アドレス変換の対象となるトラフィックを定義し
ます。そして IPSec ルールでは、暗号化するトラフィックを指定します。
Cisco CP には、ウィザードによる設定で使用されるデフォルト ルールも用
意されています。このルールは、ユーザ独自のアクセス ルールを作成す
るときに調べたり使用したりできます。Cisco CP では、Cisco CP を使用し
て作成しなかったルール（外部ルールと呼ばれる）や Cisco SDM でサポー
トされていない構文を含むルール（サポートされていないルールと呼ばれ
る）も表示できます。

[ ルール ] 画面では、ルータの設定のルールの概要を表示したり、他のウィ
ンドウに移動してルールを作成、編集、または削除したりできます。
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分類

ルールのタイプです。次のタイプがあります。

アクセス ルール ネットワークのインバウンド トラフィックと
アウトバウンド トラフィックを制御するルー
ル。これらのルールは、ルータ インターフェ
イス、およびルータへのユーザのログオンを
許可する VTY 回線で使用されます。

NAT ルール プライベート IP アドレスを有効なインター
ネット IP アドレスに変換する方法を定義する
ルール

IPSec ルール 安全な接続上で暗号化するトラフィックを定
義するルール

NAC ルール ネットワークに対して許可される、または
ネットワークからブロックされる IP アドレス
を指定するルール

ファイアウォール ルール 送信元および宛先のアドレス、トラフィック
のタイプ、およびトラフィックの許可または
拒否を指定するルール

QoS ルール ルールが関連付けられている QoS クラスに属
する必要のあるトラフィックを指定するルー
ル

サポートされていない
ルール

Cisco CP を使用せずに作成され、かつ Cisco 
CP でサポートされていないルール。これらの
ルールは読み取り専用であるため、Cisco CP 
で変更できません。
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アクセス ルールおよびファイアウォール関連の手順 
ルールの数

このタイプのルールの番号です。

説明

ルールの説明が入力されている場合はそれが表示されます。

ルールを設定するには

ルール ツリーでルールのカテゴリをクリックし、そのルール タイプの
ウィンドウを表示します。そのウィンドウでルールを作成および編集しま
す。

これらのウィンドウのヘルプ トピックには、実際に役立つ一般的な手順
が記載されています。その他の操作の手順については、「アクセス ルール
およびファイアウォール関連の手順」を参照してください。

アクセス ルールおよびファイアウォール関連
の手順

ここでは、実際に役立つ次のような手順について説明します。

 • ファイアウォール上のアクティビティを表示する方法 

 • サポートされていないインターフェイス上でファイアウォールを設定
する方法 

 • VPN を設定した後にファイアウォールを設定する方法 

外部定義のルール Cisco CP を使用せずに作成されたが、Cisco 
CP でサポートされているルール。これらの
ルールはどのインターフェイスにも関連付け
られません。

Cisco CP デフォルト ルー
ル

Cisco CP のウィザードで使用される定義済み
のルールであり、[ 追加タスク ] > [ACL エディ
タ] の順にクリックして表示されるウィンドウ
で適用できます。
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ルール ウィンドウ
 • 特定のトラフィックに DMZ インターフェイスの通過を許可する方法 

 • 新しいネットワークまたはホストからのトラフィックを許可するよう
に既存のファイアウォールを変更する方法

 • ファイアウォールに対して NAT パススルーを設定する方法 

 • Easy VPN コンセントレータへのトラフィックを、ファイアウォールを
通過するように許可する方法 

 • ルールをインターフェイスに関連付ける方法

 • アクセス ルールとインターフェイスの関連付けを解除する方法

 • インターフェイスに関連付けられているルールを削除する方法

 • Java リストのアクセス リストを作成する方法

ルール ウィンドウ           
次のウィンドウでは、ルールを調査、作成、編集、および削除できます。

 • [ アクセス ルール ] ウィンドウ ― アクセス ルールは、LAN へのイ
ンバウンドや LAN からのアウトバウンドを許可または拒否するト
ラフィックを定義するために もよく使用されますが、それ以外
の目的にも使用できます。

 • [NAT ルール ] ウィンドウ ― NAT ルールは、変換する一連のアドレ
スを指定するために使用されます。

 • [IPSec ルール ] ウィンドウ ― IPSec ルールは、VPN 接続で暗号化
するトラフィックを指定するために IPSec ポリシーで使用される
拡張ルールです。

 • [NAC ルール ] ウィンドウ ― ネットワークに対して許可される、ま
たはネットワークからブロックされる IP アドレスを指定するルー
ルです。

 • [ファイアウォール ルール ] ウィンドウ ― 送信元および宛先のアド
レス、トラフィックのタイプ、およびトラフィックの許可または
拒否を指定するルール

 • [QoS ルール ] ウィンドウ ― ルールが関連付けられている QoS クラ
スに属する必要のあるトラフィックを指定するルール
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ルール ウィンドウ 
 • [ サポートされていないルール ] ウィンドウ ― サポートされていな
いルールは、Cisco CP でサポートされていない構文またはキー
ワードを含むルールです。このルールは、ルータの動作に影響を
及ぼす可能性がありますが、Cisco CP では読み取り専用になりま
す。

 • [ 外部定義のルール ] ウィンドウ ― 外部定義のルールは、Cisco CP 
を使用せずに作成されたルールです。

 • [CCP デフォルト ルール ] ウィンドウ ― Cisco CP デフォルト ルー
ルは、定義済みのアクセス ルールです。ウィザードによる 初の
設定で使用され、ユーザが独自に設定を作成するときに使用でき
ます。

 • [NAC ルール ] ウィンドウ ―NAC ルールは、NAC 検証プロセスで
除外するホストを指定するために、NAC 例外ポリシーで使用され
ます。アドミッション コントロールでホストまたはネットワーク
を定義するためにも使用されます。

画面の上部には、このルータに設定されているアクセス ルールのリスト
が表示されます。このリストには、Cisco CP のデフォルト ルールは含まれ
ません。Cisco CP のデフォルト ルールを表示するには、[ ルール ] ツリーの 
[SDM デフォルト ルール ] ブランチをクリックします。

画面の下部には、選択したルールに関連付けられているルール エントリ
のリストが表示されます。ルール エントリは、インバウンド トラフィッ
クまたはアウトバウンド トラフィックを照合する条件と、その条件に一
致するトラフィックに対するアクションから構成されています。このボッ
クス内のどのエントリの条件にも一致しないトラフィックは、廃棄されま
す。

初のカラム

このカラムには、ルールのステータスを示すアイコンが表示されます。

ルールが読み取り専用の場合は、読み取り専用アイコンが表示さ
れます。

名前 / 番号

アクセス ルールの名前または番号です。
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ルール ウィンドウ
標準アクセス リストは 1 ～ 99 の番号で識別されます。拡張アクセス リス
トは 100 ～ 199 の番号で識別されます。名前には英字を使用できるので、
標準アクセス リストの範囲は 100 以上に、拡張アクセス リストの範囲は 
200 以上に拡張できます。

使用元

このルールが適用されているインターフェイスの名前または VTY 番号で
す。

タイプ

ルールのタイプです。標準または拡張のどちらかです。

標準ルールでは、パケットの送信元 IP アドレスと IP アドレスの条件が照
合され、一致するかどうかが調べられます。ルールの IP アドレスの条件
には、１ つの IP アドレス全体を指定することも、IP アドレスの一部をワ
イルドカード マスクで指定することもできます。

拡張ルールを使用すると、パケットの送信元と宛先の IP アドレス、プロ
トコル タイプ、送信元と宛先のポート、その他のさまざまなパケット 
フィールドがルールと一致しているかどうかを調べることができます。

アクセス ルールは、標準ルールまたは拡張ルールとして定義できます。
IPSec ルールは、サービス タイプを指定可能な、拡張ルールとして定義す
る必要があります。外部定義のルールとサポートされていないルールは、
標準ルーとしても拡張ルールとしても定義できます。

説明

ルールの説明が入力されている場合はそれが表示されます。

初のカラム（[ ルール エントリ ] エリア）

トラフィックを許可します。

トラフィックを拒否します。
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ルール ウィンドウ 
アクション

このエントリの条件に一致するパケットがインターフェイスに到達したと
きに実行するアクション。値は [ 許可 ] または [ 拒否 ] です。

 • [ 許可 ] ― このエントリの条件に一致するトラフィックを許可します。

 • [ 拒否 ] ― このエントリの条件に一致するトラフィックを拒否します。

各ルール タイプにおける許可と拒否のアクションの詳細については、
「キーワード「許可」と「拒否」の意味」を参照してください。

送信元

トラフィックが一致する必要のある送信元 IP アドレスの条件です。この
カラムには、次のいずれかの値が含まれます。

 • IP アドレスおよびワイルドカード マスク。IP アドレスでネットワー
クを指定し、ワイルドカード マスクで、ルールの IP アドレスがパ
ケット内の IP アドレスとどの程度一致しなければならないかを指定し
ます。

 • キーワード「any」。「any」は、送信元 IP アドレスがどのような IP ア
ドレスであってもかまわないことを示します。

 • ホスト名。

宛先

拡張ルールの場合に、トラフィックが一致する必要のある宛先 IP アドレ
スの条件です。ネットワーク アドレス、または特定のホストのアドレス
のいずれかです。このカラムには、次のいずれかの値が含まれます。

 • IP アドレスおよびワイルドカード マスク。IP アドレスでネットワー
クを指定し、ワイルドカード マスクで、ルールの IP アドレスがパ
ケット内の IP アドレスとどの程度一致しなければならないかを指定し
ます。

 • キーワード「any」。「any」は、送信元 IP アドレスがどのような IP ア
ドレスであってもかまわないことを示します。

 • ホスト名。
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ルール ウィンドウ
サービス

拡張ルールの場合、サービスでは、ルールと一致するパケットに含まれな
ければならないトラフィックのタイプを指定します。これは、echo-reply 
などのサービスの後に ICMP などのプロトコルが表示されて示されます。
同じエンドポイント間の複数のサービスを許可または拒否するルールは、
サービスごとに 1 つのエントリを含む必要があります。

属性

このフィールドには、このエントリに関するその他の情報（ロギングが有
効になっているかどうかなど）を入力できます。

説明

エントリに関する簡単な説明です。

実行する操作

目的 手順

ルールを追加する。 [ 追加 ] ボタンをクリックし、表示されるウィンドウで
ルールを作成する。

ルールまたはルール エントリを編
集する。

アクセス ルールを選択して [ 編集 ] をクリックする。表
示される [ ルールの編集 ] ウィンドウでルールを編集す
る。

ルールをインターフェイスに関連付
ける。

「ルールをインターフェイスに関連付ける方法」を参
照。

インターフェイスに関連付けられて
いないルールを削除する。

アクセス ルールを選択して [ 削除 ] をクリックする。

インターフェイスに関連付けられて
いるルールを削除する。

Cisco CP では、インターフェイスに関連付けられてい
るルールを削除できない。このようなルールを削除す
るには、まずルールとインターフェイスの関連付けを
解除する必要がある。「インターフェイスに関連付けら
れているルールを削除する方法」を参照。

実行したい操作がここに記述されて
いない。

必要な操作の手順は、次のリンクを参照。アクセス 
ルールおよびファイアウォール関連の手順
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ルール ウィンドウ 
ルールの追加 / 編集

このウィンドウでは、[ ルール ] ウィンドウで選択したルールを追加または
編集できます。ルールの名前または番号の変更、ルール エントリの追加、
変更、並べ替え、または削除、およびルールの説明の追加または変更を行
うことができます。

名前 / 番号

ルールの名前または番号を追加または変更します。

標準ルールでは、1 ～ 99、または 1,300 ～ 1,999 の範囲内の番号を付ける
必要があります。

拡張ルールでは、100 ～ 199 または 2,000 ～ 2,699 の範囲内の番号を付ける
必要があります。

名前には英字を使用できるので、アクセス ルールに意味のあるラベルを
関連付けることができます。

タイプ

追加するルールのタイプを選択します。標準ルールでは、パケット内の送
信元ホストまたはネットワークがルータ上で調べられます。拡張ルールで
は、送信元のホストまたはネットワーク、宛先のホストまたはネットワー
ク、およびパケットに含まれるトラフィックのタイプがルータ上で調べら
れます。

説明

このフィールドにはルールの説明を入力できます。説明の長さは 100 文字
未満でなければなりません。

ルール エントリ リスト

このリストには、ルールを構成するエントリが表示されます。エントリは
追加、編集、および削除できます。また、エントリを並べ替えて、評価さ
れる順序を変更することもできます。

ルール エントリを作成する際は、次のガイドラインを参照してください。

 • リストには、許可のステートメントを少なくとも 1 つ含める必要があ
ります。そうしなければすべてのトラフィックが拒否されます。
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ルール ウィンドウ
 • すべてを許可またはすべてを拒否するエントリを一覧に含める場合
は、リストの 後に置く必要があります。

 • 標準エントリと拡張エントリを同じルール内に混在させることはでき
ません。

 • 同じルール内に重複するエントリが存在していてはなりません。

複製

このボタンをクリックすると、選択したエントリを新しいエントリのテン
プレートとして使用できます。この機能を使用すると時間を節約でき、エ
ラーを減らすことができます。たとえば、送信元と宛先が同じで、プロト
コルまたはポートが異なる拡張ルール エントリを多数作成する場合は、
まず [ 追加 ] ボタンを使用して 初のエントリを作成します。1 つめのエン
トリを作成したら、[ 複製 ] を使用してコピーし、プロトコル フィールドま
たはポート フィールドを変更して新しいエントリを作成します。

インターフェイスの関連付け

ルールをインターフェイスに適用するには、[ 関連付け ] ボタンをクリック
します。

注 [ 関連付け ] ボタンは、[ アクセス ルール ] ウィンドウからルールを追加する
場合のみ有効です。

実行する操作

目的 手順

ルール エントリを追加また
は編集する。

[ 追加 ] をクリックし、表示されたウィンドウでエントリを作成
する。または、[ 編集 ] をクリックし、表示されたウィンドウで
エントリを変更する。

既存のエントリをテンプ
レートとしてルール エント
リを追加する。

テンプレートとして使用するエントリを選択し、[ 複製 ] をク
リックする。次に、表示されるダイアログ ボックスでエントリ
を作成する。

ダイアログ ボックスには、選択したエントリの内容が表示され
るので、それを編集して新しいエントリを作成できる。
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ルール ウィンドウ 
インターフェイスに関連付ける

このウィンドウでは、[ アクセス ルール ] ウィンドウで作成したルールをイ
ンターフェイスに関連付けたり、そのルールをアウトバウンド トラ
フィックとインバウンド トラフィックのどちらに適用するかを指定した
りできます。

インターフェイスの選択

このルールを適用するインターフェイスを選択します。

方向の指定

インターフェイスへのインバウンド パケットがルータで確認されるよう
にする場合は、[ インバウンド ] をクリックします。ルータは、インバウン
ド パケットがルールに一致するかどうかを確認してからルーティングし

ルータによって特定のエン
トリが確実に評価されるよ
うにルール エントリを並べ
替える。

ルール エントリを選択し、[ 上へ移動 ] または [ 下へ移動 ] ボタン
をクリックして、エントリを目的の位置に移動する。

ルールをインターフェイス
に関連付ける。

[ 関連付け ] をクリックし、[ インターフェイスに関連付ける ] 
ウィンドウでインターフェイスと方向を選択する。

[ 関連付け ] ボタンが有効になっていない場合は、[ インターフェ
イスと接続 ] ウィンドウでインターフェイスをダブルクリック
し、[ 関連付け ] タブでルールをインターフェイスに関連付ける
ことができる。

ルール エントリを削除す
る。

ルール エントリを選択し、[ 削除 ] をクリックする。表示される
警告ウィンドウで、削除を確認する。

ルールについての理解を深
める。

Cisco.com のリソースを参照する。次のリンクには、IP アクセ
ス リストについての情報が含まれている。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps1018/products_
tech_note09186a00800a5b9a.shtml

実行したい操作がここに記
述されていない。

必要な操作の手順は、次のリンクを参照。アクセス ルールおよ
びファイアウォール関連の手順

目的 手順
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ます。このとき、パケットは、ルールに許可と拒否のどちらのステートメ
ントが含まれているかによって、受け入れられるか廃棄されます。パケッ
トをアウトバウンド方向のインターフェイスに転送してからアクセス 
ルール内のエントリと照合する場合は、[ アウトバウンド ] をクリックしま
す。

インターフェイスにすでに別のルールが関連付けられている場合

指定したインターフェイスと方向に別のアクセス ルールが関連付けられ
ていることを知らせる情報ボックスが表示された場合は、操作をキャンセ
ルするか、または続行できます。続行する場合は、インターフェイスにす
でに適用されているルールにルール エントリを追加するか、またはイン
ターフェイスとそのルールの関連付けを解除して新しいルールを関連付け
ます。

実行する操作

目的 手順

操作をキャンセルしてインターフェイ
スと既存のルールの関連付けを維持す
る。

[ いいえ ] をクリックする。既存のルールとインター
フェイスの関連付けは維持され、[ ルールの追加 ] 
ウィンドウで作成したルールは保存される。

既存のルールと新しいルールを調べて、既存のルー
ルを新しいルールに置き換えるか、新しいルールの
エントリを既存のルールにマージするかを決定でき
る。

操作を続行して、作成したルールのエ
ントリを既存のルールにマージする。

[ はい ] をクリックする。既存のルールにマージする
か既存のルールを置き換えるかを確認するウィンド
ウが表示されたら、[ マージ ] をクリックする。

新しいルール用に作成したエントリは、既存のルー
ルの 後に追加される。

注 マージするルールが既存のルールと互換性
がない場合は、既存のルールを置き換える
しか方法はない。
33-12
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 33 章     ACL エディタ
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標準ルール エントリの追加

標準ルール エントリでは、特定の送信元から送られたトラフィックを許
可または拒否できます。送信元は、ネットワーク、または特定のネット
ワーク内のホストです。このウィンドウではルール エントリを 1 つ作成で
きますが、必要な場合はこのウィンドウに戻って、さらに多くのルール 
エントリを作成できます。

注 作成するいずれかのルール エントリの条件に一致しないトラフィックは、
暗黙的に拒否されます。拒否するつもりがないトラフィックが確実に許可
されるようにするには、設定するルールに明示的な許可エントリを追加す
る必要があります。

アクション

パケットがルール エントリの条件に一致したときにルータで実行される
ようにするアクションを選択します。選択肢は [ 許可 ] と [ 拒否 ] です。こ
れらのアクションによる処理は、そのアクションが使用されるルール タ
イプによって異なります。Cisco CP では、標準ルール エントリをアクセス 
ルール、NAT ルール、およびルート マップに関連付けられているアクセ
ス リストで使用できます。各ルール タイプにおける許可と拒否のアク
ションの詳細については、「キーワード「許可」と「拒否」の意味」を参
照してください。

送信元ホスト / ネットワーク

トラフィックが一致する必要のある送信元 IP アドレスの条件です。ウィ
ンドウ内のこのエリアのフィールドは、[ タイプ ] フィールドの値に応じて
変わります。

操作を続行して、既存のルールを作成
したルールに置き換える。

[ はい ] をクリックする。既存のルールにマージする
か既存のルールを置き換えるかを確認するウィンド
ウが表示されたら、[ 置換 ] をクリックする。

置き換えられるルールは消去されない。インター
フェイスおよび方向との関連付けが解除されるだけ
である。

目的 手順
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タイプ

次のいずれかを選択します。

 • ネットワーク。そのアクションをネットワーク内のすべての IP アドレ
スに適用する場合に選択します。

 • ホスト名または IP アドレス。そのアクションを特定のホストまたは 
IP アドレスに適用する場合に選択します。

 • 任意の IP アドレス。そのアクションを任意の IP アドレスに適用する
場合に選択します。

IP アドレス

[ ネットワーク ] を選択した場合、または [ ホスト名または IP アドレス ] を
選択した場合は、このフィールドに IP アドレスを入力します。入力する
アドレスがネットワーク アドレスの場合は、ワイルドカード マスクを入
力して、ネットワーク アドレス内で一致している必要のある部分を指定
します。

マスク

[ ネットワーク ] を選択した場合、または [ ホスト名または IP アドレス ] を
選択した場合は、このリストからワイルドカード マスクを選択するか、
カスタムのワイルドカード マスクを入力します。ワイルドカード マスク
内の 2 進数の 0 は、パケットの IP アドレス内の対応するビットが正確に一
致しなければならないことを意味します。ワイルドカード マスク内の 2 進
数の 1 は、パケットの IP アドレス内の対応するビットが一致する必要が
ないことを意味します。

IP/ ホスト名

[ タイプ ] フィールドで [ ホスト名または IP アドレス ] を選択した場合は、
ホストの名前または IP アドレスを入力します。ホスト名を入力する場合
は、ルータが DNS サーバを使用するように設定されている必要がありま
す。

説明

このフィールドには、エントリについての簡単な説明を入力できます。説
明は、100 文字未満でなければなりません。
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このエントリに一致した場合にログ

[ システム プロパティ ] でシスログ（Syslog）が指定されている場合は、こ
のチェック ボックスを選択できます。選択すると、このエントリとの一
致がシステム ログに記録されます。

拡張ルール エントリの追加

拡張ルール エントリでは、送信元と宛先、およびパケットで指定されて
いるプロトコルとサービスに基づいて、トラフィックを許可または拒否で
きます。

注 作成するいずれかのルール エントリの条件に一致しないトラフィックは、
暗黙的に拒否されます。拒否するつもりがないトラフィックが確実に許可
されるようにするには、設定するルールに明示的な許可エントリを追加す
る必要があります。

アクション

パケットがルール エントリの条件に一致したときにルータで実行される
ようにするアクションを選択します。選択肢は [ 許可 ] と [ 拒否 ] です。
IPSec ルールのエントリを作成する場合の選択肢は、[ トラフィックを保護
する ] および [ トラフィックを保護しない ] です。

これらのアクションによる処理は、そのアクションが使用されるルール 
タイプによって異なります。Cisco CP では、拡張ルール エントリを、アク
セス ルール、NAT ルール、IPSec ルール、およびルート マップに関連付け
られているアクセス リストで使用できます。各ルール タイプにおける許
可と拒否のアクションの詳細については、「キーワード「許可」と「拒否」
の意味」を参照してください。

送信元ホスト / ネットワーク

トラフィックが一致する必要のある送信元 IP アドレスの条件です。ウィ
ンドウ内のこのエリアのフィールドは、[ タイプ ] フィールドの値に応じて
変わります。
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タイプ

次のいずれかを選択します。

 • 特定の IP アドレス。これは、ネットワーク アドレス、または特定の
ホストのアドレスです。

 • ホスト名。

 • 任意の IP アドレス。

IP アドレス

[ 特定の IP アドレス ] を選択した場合は、このフィールドに IP アドレスを
入力します。入力するアドレスがネットワーク アドレスの場合は、ワイ
ルドカード マスクを入力して、ネットワーク アドレス内で一致している
必要のある部分を指定します。

マスク

[ 特定の IP アドレス ] を選択した場合は、このリストからワイルドカード 
マスクを選択するか、カスタムのワイルドカード マスクを入力します。
ワイルドカード マスク内の 2 進数の 0 は、パケットの IP アドレス内の対
応するビットが正確に一致しなければならないことを意味します。ワイル
ドカード マスク内の 2 進数の 1 は、パケットの IP アドレス内の対応する
ビットが一致する必要がないことを意味します。

ホスト名

[ タイプ ] フィールドで [ ホスト名 ] を選択した場合は、ホストの名前を入力
します。

宛先ホスト / ネットワーク

トラフィックが一致する必要のある送信元 IP アドレスの条件です。ウィ
ンドウ内のこのエリアのフィールドは、[ タイプ ] フィールドの値に応じて
変わります。

タイプ

次のいずれかを選択します。

 • 特定の IP アドレス。これは、ネットワーク アドレス、または特定の
ホストのアドレスです。

 • ホスト名。
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 • 任意の IP アドレス。

マスク

[ 特定の IP アドレス ] を選択した場合は、このリストからワイルドカード 
マスクを選択するか、カスタムのワイルドカード マスクを入力します。
ワイルドカード マスク内の 2 進数の 0 は、パケットの IP アドレス内の対
応するビットが正確に一致しなければならないことを意味します。ワイル
ドカード マスク内の 2 進数の 1 は、パケットの IP アドレス内の対応する
ビットが一致する必要がないことを意味します。

ホスト名

[ タイプ ] フィールドで [ ホスト名 ] を選択した場合は、ホストの名前を入力
します。

説明

このフィールドには、エントリについての簡単な説明を入力できます。説
明は、100 文字未満でなければなりません。

プロトコルとサービス

エントリで適用するプロトコルおよびサービスがある場合はそれを選択し
ます。入力する情報は、プロトコルごとに異なります。プロトコルをク
リックすると、入力が必要な情報が表示されます。

送信元ポート

TCP または UDP が選択された場合に利用できます。このフィールドを設
定すると、ルータによってパケットの送信元ポートにフィルタが適用され
ます。ただし、TCP 接続の送信元ポートの値の設定が必要になることはほ
とんどありません。このフィールドを使用するかどうかわからない場合
は、「= any」のままにします。

宛先ポート

TCP または UDP が選択された場合に利用できます。このフィールドを設
定すると、ルータによってパケットの宛先ポートにフィルタが適用されま
す。
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選択するプロ
トコル [ 送信元ポート ] フィールドと [ 宛先ポート ] フィールドで指定できる項目

TCP および 
UDP

送信元ポートと宛先ポートを名前または番号で指定する。名前または番号が
思い出せない場合は、[...] ボタンをクリックして [ サービス ] ウィンドウから値
を選択する。このフィールドには、0 ～ 65535 のプロトコル番号を指定でき
る。

 • =. ルール エントリは、フィールドの右側に入力した値に適用される。

 • !=. ルール エントリは、フィールドの右側に入力した値以外のすべての値
に適用される。

 • <. ルール エントリは、入力したポート番号より小さいすべてのポート番
号に適用される。

 • >. ルール エントリは、入力したポート番号より大きいすべてのポート番
号に適用される。

 • 範囲。エントリは、フィールドの右側で指定した範囲のポート番号に適用
される。

ICMP ICMP タイプとして [ 任意 ] を指定するか、タイプを名前か番号で指定する。名
前または番号が思い出せない場合は、[...] ボタンをクリックして値を選択す
る。このフィールドには、0 ～ 255 のプロトコル番号を指定できる。

IP IP プロトコルとして [ 任意 ] を指定するか、名前か番号でプロトコルを指定す
る。名前または番号が思い出せない場合は、[...] ボタンをクリックして値を選
択する。このフィールドには、0 ～ 255 のプロトコル番号を指定できる。

Cisco CP で使用できるポート名とポート番号の表については、「サービス
とポート」を参照してください。

このエントリに一致した場合にログ

ファイアウォール メッセージのロギングを設定してある場合は、この
チェック ボックスを選択できます。選択すると、シスログ（Syslog）サー
バに送信されるログ ファイルに、このエントリとの一致が記録されます。
詳細については、「ファイアウォール ログ」を参照してください。
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ルールの選択

このウィンドウでは、使用するルールを選択します。

ルール カテゴリ

選択するルール カテゴリを選択します。選択したカテゴリ内のルールが
リストの下のボックスに表示されます。ボックスにルールが表示されない
場合、そのカテゴリにはまだルールが定義されていません。

名前 / 番号

ルールの名前または番号です。

使用元

ルールがどのように使用されるかを示します。たとえば、ルールがイン
ターフェイスに関連付けられている場合は、そのインターフェイスの名前
が表示されます。ルールが IPSec ポリシーで使用される場合は、そのポリ
シーの名前が表示されます。ルールが NAT によって使用される場合、こ
のカラムには値 NAT が含まれます。

説明

ルールの説明です。

プレビュー

画面のこの領域には、選択したルールのエントリが表示されます。

アクション

[ 許可 ] または [ 拒否 ] のどちらかです。各ルール タイプにおける許可と拒
否のアクションの詳細については、「キーワード「許可」と「拒否」の意
味」を参照してください。

送信元

トラフィックが一致する必要のある送信元 IP アドレスの条件です。この
カラムでは、次のことを指定できます。
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 • IP アドレスおよびワイルドカード マスク。IP アドレスでネットワー
クを指定し、ワイルドカード マスクで、ルールの IP アドレスがパ
ケット内の IP アドレスとどの程度一致しなければならないかを指定し
ます。

 • キーワード「any」。「any」は、送信元 IP アドレスがどのような IP ア
ドレスであってもかまわないことを示します。

 • ホスト名。

宛先

拡張ルールの場合に、トラフィックが一致する必要のある宛先 IP アドレ
スの条件です。ネットワーク アドレス、または特定のホストのアドレス
のいずれかです。このカラムでは、次のことを指定できます。

 • IP アドレスおよびワイルドカード マスク。IP アドレスでネットワー
クを指定し、ワイルドカード マスクで、ルールの IP アドレスがパ
ケット内の IP アドレスとどの程度一致しなければならないかを指定し
ます。

 • キーワード「any」。「any」は、送信元 IP アドレスがどのような IP ア
ドレスであってもかまわないことを示します。

 • ホスト名。

サービス

拡張ルールの場合、サービスでは、ルールと一致するパケットに含まれな
ければならないトラフィックのタイプを指定します。これは、echo-reply 
などのサービスの後に ICMP などのプロトコルが表示されて示されます。
同じエンドポイント間の複数のサービスを許可または拒否するルールに
は、サービスごとに 1 つのエントリが含まれている必要があります。
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Port-to-Application Mapping

Port-to-Application Mapping（PAM）を使用すると、ネットワーク サービ
スとアプリケーション用の TCP および UDP ポート番号をカスタマイズで
きます。PAM では、この情報を使用して、アプリケーションに関連付け
られた登録済み（すなわち、既存）のポートとは異なるポートを使用する
サービスを実行するネットワーク環境をサポートします。

PAM で保持される情報を使用することにより、コンテキストベース アク
セス制御（CBAC）でサポートされるサービスを非標準ポートで実行でき
るようになります。以前の CBAC では、アプリケーションに関連付けられ
た既存（すなわち、登録済み）のポートだけを使用してトラフィックを検
査することしかできませんでした。現在、ネットワーク管理者は、PAM 
を使用して特定のアプリケーションやサービスのネットワーク アクセス 
コントロールをカスタマイズできます。

Port-to-Application Mapping
このウィンドウでは、ルータに設定されている Port-to-Application Mapping 
が表示され、PAM エントリを追加、編集、削除できます。ウィンドウの
各行に、PAM エントリがタイプ別にグループ化されて表示されます。
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追加 / 編集 / 削除ボタン

PAM エントリを作成、編集、削除する場合は、これらのボタンを使用し
ます。[ 追加 ] ボタンをクリックすると、非標準ポート番号をプロトコル名
にマップするエントリを作成できます。[ 編集 ] ボタンをクリックすると、
ユーザ定義エントリを変更できます。[ プロトコル タイプ ] カラムにある 
システム定義 という値のエントリは、編集したり削除したりできません。

アプリケーション プロトコル カラム

このカラムには、アプリケーション プロトコル名とプロトコル タイプ名
が表示されます。たとえば、FTP と TFTP の各エントリは、ファイル転送
プロトコル タイプの下に表示されます。

ポート タイプ カラム

このリストは、ルータで Cisco IOS イメージが実行されている場合に表示
されます。このイメージを使用して、このポート マップ エントリが TCP 
トラフィックまたは UDP トラフィックに適用されるかどうかを設定でき
ます。

ポート カラム

このカラムには、ポート番号が表示されます。たとえば、HTTP のシステ
ム定義エントリの場合、このカラムにはポート番号 80 が表示されます。
HTTP のユーザ定義エントリの場合、このカラムにはポート番号 8080 ある
いはカスタム定義番号が表示される可能性があります。

プロトコル タイプ カラム

このカラムの行には、次の値のいずれか 1 つが表示されます。

 • ユーザ定義 ― エントリには、プロトコルとプロトコル番号間の非標準
マッピングが含まれます。エントリは、アクセス コントロール リスト

（ACL）で識別されるホスト IP アドレスと関連付けられている可能性
があります。ACL の番号は、[ アクセス リスト ] カラムに表示されま
す。

 • システム定義 ― エントリには、プロトコルとプロトコル番号間の標準
の登録済みマッピング（tftp 69 または smtp 25 など）が含まれていま
す。システム定義エントリは、編集、削除できません。システム定義
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エントリには、[ アクセス リスト ] カラム内の値は含まれません。シス
テム定義エントリは、ネットワーク上の全ホストに適用されるためで
す。

アクセス リスト カラム

PAM エントリは、標準 ACL で定義されている単一ホストに適用されま
す。このカラムには、PAM エントリが適用されるホストの識別に使用す
る ACL の番号が表示されます。ホストを識別する ACL を参照する場合
は、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ACL エディタ ] > [ アクセス ルール ] を選択
します。続いて、このウィンドウに表示された ACL 番号をクリックしま
す。

説明カラム

PAM エントリの説明が作成されている場合、その説明がこのカラムに表
示されます。

ポート マップ エントリの追加、編集

カスタムまたは標準プロトコルのポート マップ エントリを追加、編集で
きます。

プロトコル フィールド

エントリを追加する場合は、右側にあるリスト（...）ボタンをクリック
し、システム定義プロトコルを選択することによって、あるいはカスタム 
プロトコルの名前を入力することによって、プロトコルを指定します。
ポート マッピングがすでに存在しているカスタム定義プロトコル名は入
力できません。

エントリを編集する場合は、[ プロトコル ] フィールドは無効になります。
プロトコルを変更する必要がある場合は、PAM エントリを一度削除し、
必要なプロトコル情報を指定して再度作成します。

説明フィールド

このフィールドは、ルータで Cisco IOS イメージが実行されている場合に
表示されます。このイメージを使用して、このポート マップ エントリが 
TCP または UDP トラフィックに適用されるかどうかを設定できます。
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Port-to-Application Mapping
ポート マップ エントリの説明は任意に入力できます。説明は、カスタム 
プロトコルまたは特別なアプリケーションのエントリを追加する場合に有
用です。たとえば、ホスト sf-5 で実行している「orville」というカスタム 
データベース アプリケーションのエントリを作成する場合は、

「orville-sf-5」と入力します。

ポート タイプ リスト

このリストは、ルータで Cisco IOS イメージが実行されている場合に表示
されます。このイメージを使用して、このポート マップ エントリが TCP 
または UDP トラフィックに適用されるかどうかを設定できます。TCP ま
たは UDP を選択します。デフォルトは TCP です。

ポート番号フィールド

指定したプロトコルにマップするポート番号を入力します。ルータで 
Cisco IOS イメージ（このポート マップ エントリが TCP または UDP トラ
フィックに適用されるかどうかを指定可能）が実行されている場合は、複
数のポート番号をカンマで区切って指定するか、ダッシュで表されたポー
ト番号範囲を入力することができます。たとえば、310, 313, 318 のように 
3 つの非連続ポート番号を入力したり、415419 のように範囲を入力したり
できます。

ルータで Cisco IOS イメージ（このポート マップ エントリが TCP または 
UDP トラフィックに適用されるかどうかを指定可能）が実行されていな
い場合は、単一のポート番号を入力できます。

Host of Service フィールド

このポート マッピングが適用されるホストの IP アドレスを指定します。
別のホストで同じマッピングが必要な場合は、そのポートに個別の PAM 
エントリを作成します。
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第 章35

ゾーンベースのポリシー ファイ
アウォール

ゾーンベースのポリシー ファイアウォール（「ゾーン ポリシー ファイア
ウォール」または「ZPF」）は、古いインターフェイスベースのモデルか
ら、より柔軟性のある、より理解しやすいゾーンベースの設定モデルに、
ファイアウォールを変更します。インターフェイスはゾーンに割り当てら
れ、インスペクション ポリシーはゾーン間を移動するトラフィックに適
用されます。ゾーン間ポリシーでは、柔軟性と精度が高いため、同一の
ルータ インターフェイスに接続されている複数のホスト グループに複数
のインスペクション ポリシーを適用できます。

ファイアウォール ポリシーは、Cisco Common Classification Policy 
Language（C3PL）を使用して設定されます。C3PL では、階層構造を使用
して、ネットワーク プロトコルとインスペクションの適用先のホスト グ
ループにインスペクションが定義されます。

ゾーンベースのポリシー ファイアウォールの実装の詳細については、
『Zone-Based Policy Firewall Design Guide』を参照してください。このガイ
ドは、cisco.com で提供されています。[Support] > [Select a Product] > [Cisco 
IOS Software] > [Cisco IOS] > [Cisco IOS Software Release 12.4 Family] > 
[Cisco IOS Software Releases 12.4 Mainline] > [Configure] > [Feature Guides] 
の順に進み、[Zone-Based Policy Firewall Design Guide] をクリックしてくだ
さい。このドキュメントには、次のリンクからもアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_feature_guide09186a00
8072c6e3.html
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ゾーン ウィンドウ
設定作業の順序

ゾーンベースのポリシー ファイアウォールの設定作業は、次の順序で行
います。

1. ゾーンを定義します。

2. ゾーンペアを定義します。

3. ゾーンペアを通過するときにポリシーを適用しておく必要のあるトラ
フィックを示すクラス マップを定義します。

4. クラス マップのトラフィックにアクションを適用するためのポリシー 
マップを定義します。

5. ポリシー マップをゾーンペアに適用します。

6. インターフェイスをゾーンに割り当てます。

作業の順序は重要というわけではありませんが、順番どおりに作業を終え
ておかないと、次の作業に進めない場合もあります。たとえば、クラス 
マップをポリシー マップに割り当てるには、クラス マップを設定してお
く必要があります。同様に、ポリシー マップをゾーンペアに割り当てる
には、ポリシーを設定しておく必要があります。別の部分の設定に依存す
る作業を行おうとしたときに、その部分がまだ設定されていないと、
Cisco CP でその作業を行うことができなくなります。

ゾーン ウィンドウ
ゾーン、つまりセキュリティ ゾーンは、セキュリティ ポリシーを適用で
きるインターフェイスのグループです。1 つのゾーン内のインターフェイ
スはすべて、共通の機能を持つ必要があります。たとえば、ローカル 
LAN に接続されている 2 つのインターフェイスを 1 つのセキュリティ 
ゾーンに配置し、インターネットに接続されているインターフェイスを別
のセキュリティ ゾーンに配置するとします。

ゾーンベースのポリシーの全般ルールによって、インターフェイスの動作
とゾーンメンバのインターフェイス間トラフィックのフローを管理する
ルールが示されます。

このウィンドウには、各セキュリティ ゾーンの名前、それらのゾーンに
含まれるインターフェイス、およびゾーンがメンバとなっている関連ゾー
ンペアが表示されます。1 つのゾーンが、複数のゾーンペアのメンバに
なっている場合があります。
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ゾーン ウィンドウ 
新しいゾーンを作成するには [ 追加 ] をクリックします。

既存のゾーンに別のインターフェイスを選択するには、[ 編集 ] をクリック
します。

ゾーンを削除するには、[ 削除 ] をクリックします。ゾーンペアのメンバと
なっているゾーンを削除することはできません。

ゾーンの追加 / 編集

新しいゾーン（セキュリティ ゾーン）を追加するには、ゾーンの名前を
入力し、ゾーンに含めるインターフェイスを選択します。[ インターフェ
イス ] リストに、選択可能なインターフェイスの名前が表示されます。物
理インターフェイスは 1 つのゾーンにしか配置できないため、物理イン
ターフェイスがすでにいずれかのゾーンに配置されている場合は、リスト
にはそれらの物理インターフェイスは表示されません。ダイヤラ イン
ターフェイスや仮想テンプレート インターフェイスなどの仮想インター
フェイスは複数のゾーンに配置でき、常にリストに表示されます。

注 • このインターフェイスを通過して流れるトラフィックは、ゾーンに関
連付けられているポリシー マップによって管理されます。

 • ゾーンに関連付けるインターフェイスは、サイト間の VPN、DMVPN、
Easy VPN、SSL VPN、またはトラフィックがファイアウォールにブ
ロックされる可能性のあるその他のタイプの接続に使用できます。こ
のダイアログ ボックスでインターフェイスをゾーンに関連付ける際
に、Cisco CP によってこのようなトラフィックを許可するパススルー 
ACL が作成されることはありません。ポリシー マップに必要なパス
スルーは、次の 2 つの方法で設定できます。

 – [ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ ファイアウォールと ACL] > [ ファイア
ウォール ポリシーの編集 ] > [ 追加 ] > [ 新しいトラフィックのルー
ル ] の順に進みます。表示されるダイアログ ボックスに、送信元
と宛先の IP アドレス情報を入力し、ファイアウォールの通過を許
可する必要のあるトラフィックを入力します。[ アクション ] 
フィールドで、[ACL の許可 ] を選択します。
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ゾーン ウィンドウ
 – [ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ セキュリティ（詳細設定）] > [C3PL] > 
[ ポリシー マップ ] > [ プロトコル インスペクション ] の順に進みま
す。必要なトラフィックがファイアウォールを通過するのを許可
するプロトコル インスペクション ポリシー マップを指定します。

ゾーンの作成後、そのゾーンに関連付けられているインターフェイスを変
更できますが、ゾーンの名前を変更することはできません。

ゾーンベースのポリシーの全般ルール

ゾーン内のルータ ネットワーク インターフェイスのメンバシップは、
ゾーン メンバのインターフェイス間を移動するトラフィックと同様に、
インターフェイスの動作を管理するいくつかのルールに従います。

 • ゾーンにインターフェイスを割り当てるには、そのゾーンを設定して
おく必要があります。

 • 1 つのインターフェイスを 1 つのセキュリティ ゾーンだけに割り当て
ることができます。

 • 指定されたインターフェイスを通過するトラフィックは、そのイン
ターフェイスがゾーンに割り当てられると、同一ゾーン内の他のイン
ターフェイスを通過するトラフィックとルータ上のインターフェイス
を通過するトラフィックを除き、すべて暗黙的にブロックされます。

 • デフォルトでは、同一ゾーンのメンバとなっているインターフェイス
間のトラフィックのフローが、暗黙的に許可されます。

 • ゾーン メンバのインターフェイスを通過するトラフィックを許可する
には、そのゾーンとそれ以外のゾーン間でトラフィックを許可または
検査するポリシーを設定する必要があります。

 • 自ゾーンは、すべてのトラフィックを拒否するデフォルトのポリシー
の唯一の例外です。ルータ インターフェイスへのトラフィックはすべ
て、そのトラフィックが明示的に拒否されるまで許可されます。

 • ゾーン メンバのインターフェイスとゾーン メンバではないインター
フェイスとの間をトラフィックが流れることはできません。

 • 通過、検査、および廃棄のアクションは、2 つのゾーン間だけに適用
できます。
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ゾーンペア
 • ゾーンに割り当てられていないインターフェイスは、従来のルータ 
ポートとして機能します。また、このようなインターフェイスでは、
従来のステートフル インスペクションまたは CBAC 設定が引き続き使
用される場合があります。

 • ボックスのインターフェイスがゾーニング ポリシーまたはファイア
ウォール ポリシーに属さないようにする必要がある場合でも、このイ
ンターフェイスをゾーンに配置し、配置先のゾーンとトラフィックが
流れるようにしたいその他のゾーンとの間にすべてのトラフィックの
通過を許可するポリシー（ダミー ポリシーのようなもの）を設定する
必要があることがあります。

 • 上記のことから、トラフィックがルータ内のすべてのインターフェイ
ス間を流れる場合は、すべてのインターフェイスがそのゾーニング モ
デルに属さなければならないことになります（各インターフェイスが
いずれかのゾーンのメンバである必要があります）。

 • 上記のデフォルトのトラフィック拒否における唯一の例外は、ルータ
を通過するトラフィックであり、それらのトラフィックはデフォルト
で許可されます。また、明示的にポリシーを設定すれば、そうしたト
ラフィックを制限することもできます。

このルール セットは、次のリンク先で参照可能な『The Zone-Based Policy 
Firewall Design Guide』から採用しました。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_feature_guide09186a00
8072c6e3.html

ゾーンペア
ゾーンペアでは、2 つのセキュリティ ゾーン間に単方向のファイアウォー
ル ポリシーを指定できます。送信元と宛先のセキュリティ ゾーンを指定
することによって、トラフィックの方向を指定します。同一のゾーンを送
信元と宛先の両方として定義することはできません。

2 つのゾーン間をトラフィックが双方向に流れるようにするには、方向ご
とにゾーンペアを作成する必要があります。すべてのインターフェイス間
をトラフィックが自由に流れるようにするには、ゾーン内の各インター
フェイスを設定する必要があります。

次の表は、4 つのゾーンペアの例を示しています。
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ゾーンペア
ゾーンペア 送信元 宛先 ポリシー

LAN-out zone-VLAN1 zone-FE1 inspection-policymap-a

LAN-in zone-FE1 zone-VLAN1 inspection-policymap-b

Bkup-out 自 zone-BRI0 inspection-policymap-c

Bkup-in zone-BRI0 自 inspection-policymap-c

LAN-out および LAN-in は、LAN インターフェイスの VLAN1 と 
FastEthernet 1 インターフェイスとの間を流れるトラフィックに設定された
ゾーンペアです。各ゾーンペアは、個別のポリシーによって制御されま
す。Bkup-out および Bkup-in は、ルータによって生成されるトラフィック
に設定されています。自ゾーンとして表されるルータから送信されるトラ
フィックと同じポリシーによって、zone-BRI0 から送信されるトラフィッ
クが制御されます。

ゾーンペアを作成するには [ 追加 ] をクリックします。

ゾーンペアに関連付けられているポリシーを変更するには、[ 編集 ] をク
リックします。

ゾーンペアを削除するには、[ 削除 ] をクリックします。

ゾーンペアの追加 / 編集

新しいゾーンペアを設定するには、ゾーンペアの名前、トラフィックの送
信元ゾーン、トラフィックの宛先ゾーン、およびこれらのゾーン間で送信
が可能なトラフィックを定義するポリシーを指定します。送信元ゾーンと
宛先ゾーンのリストには、ルータで設定されているゾーンと自ゾーンが示
されます。自ゾーンは、SNMP トラフィックに設定されるゾーンペアのよ
うに、ルータ自体が送信元または宛先となっているトラフィックにゾーン
ペアを設定するときに使用します。[ ポリシー ] リストには、ルータに設定
されている各ポリシー マップの名前が示されます。

ゾーンペアを編集する場合は、ポリシー マップを変更することはできま
すが、ゾーンペアの名前、送信元ゾーン、または宛先ゾーンは変更できま
せん。
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ゾーンペア
ゾーンの追加

[ インターフェイス / 接続の編集 ] ダイアログ ボックスの [ 関連付け ] タブ
で、インターフェイスをセキュリティ ゾーンのメンバとして設定できま
す。追加するゾーンには、ゾーン メンバとして編集するインターフェイ
スが含まれます。

注 • このインターフェイスを通過して流れるトラフィックは、ゾーンに関
連付けられているポリシー マップによって管理されます。

 • ゾーンに関連付けるインターフェイスは、サイト間の VPN、DMVPN、
Easy VPN、SSL VPN、またはトラフィックがファイアウォールにブ
ロックされる可能性のあるその他のタイプの接続に使用できます。こ
のダイアログ ボックスでインターフェイスをゾーンに関連付ける際
に、Cisco CP によってこのようなトラフィックを許可するパススルー 
ACL が作成されることはありません。ポリシー マップに必要なパス
スルーは、次の 2 つの方法で設定できます。

 – [ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ ファイアウォールと ACL] > [ ファイア
ウォール ポリシーの編集 ] > [ 追加 ] > [ 新しいトラフィックのルー
ル ] の順に進みます。表示されるダイアログ ボックスに、送信元
と宛先の IP アドレス情報を入力し、ファイアウォールの通過を許
可する必要のあるトラフィックを入力します。[ アクション ] 
フィールドで、[ACL の許可 ] を選択します。

 – [ 設定 ] > [ セキュリティ] > [ セキュリティ（詳細設定）] > [C3PL] > 
[ ポリシー マップ ] > [ プロトコル インスペクション ] の順に進みま
す。必要なトラフィックがファイアウォールを通過するのを許可
するプロトコル インスペクション ポリシー マップを指定します。

ゾーン名

追加するゾーンの名前を入力します。

ゾーンの選択

ルータ上にセキュリティ ゾーンが設定されている場合は、そのゾーンの
メンバとして設定するインターフェイスを追加できます。
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ゾーンペア
インターフェイスのゾーンの選択

インターフェイスを追加するゾーンを選択して、[OK] をクリックします。
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第 章36

AAA（認証、許可、およびアカウ
ンティング）

Cisco IOS AAA（認証、許可、およびアカウンティング）は、3 つの独立
したセキュリティ機能を一貫した方法で設定するアーキテクチャ フレー
ムワークです。AAA では、認証、許可、およびアカウンティング サービ
スをモジュール化した方法で実行できます。

Cisco IOS AAA には次の利点があります。

 • 柔軟性と制御の向上。

 • スケーラビリティ。

 • 標準化された認証方式。Cisco CP では、Remote Authentication Dialin 
User Service（RADIUS）および Terminal Access Controller Access 
Control System Plus（TACACS+）のいずれかの認証方式を設定できま
す。

この章の内容は、次のとおりです。

 • AAA の設定

 • AAA 画面のリファレンス

AAA の設定
AAA を設定する手順は、次のとおりです。
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AAA 画面のリファレンス
手順 1 Cisco CP のナビゲーション ペインで、[ 設定 ] > [ セキュリティ] > [AAA] > 
[AAA の要約 ] の順にクリックします。

手順 2 [AAA] 画面で、[AAA の有効化 ] をクリックします。これにより、ルータ
上で AAA が有効になります。

手順 3 [AAA] フォルダの隣のプラス記号（+）をクリックすると、その他の AAA 
ブランチが表示されます。

手順 4 必要な設定のタイプのブランチをクリックします。

手順 5 表示された [AAA] 画面で、設定を作成したり、画面内の既存エントリを
選択したりする場合は [ 追加 ] を、設定を変更する場合は [ 編集 ] をクリッ
クします。

手順 6 表示されたダイアログで設定を行い、[OK] をクリックして設定をルータ
に送信します。[ 設定の編集 ] 画面で [ コマンドをルータに配信する前にプ
レビューする ] を選択した場合は、送信する Cisco IOS CLI コマンドが表示
されます。ルータに設定を送信する場合は [OK] を、この設定を破棄する
場合は [ キャンセル ] をクリックします 

AAA 画面のリファレンス
この章の各トピックでは、AAA の設定画面について説明します。

 • AAA 概要画面

 • AAA サーバおよびサーバ グループ

 • AAA サーバ

 • TACACS+ サーバの追加 / 編集

 • RADIUS サーバの追加 / 編集

 • AAA サーバ グループ

 • AAA サーバ グループの追加 / 編集

 • 認証ポリシー / 許可ポリシー ウィンドウ

 • 認証および許可

 • 認証 NAC

 • 認証 802.1x
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AAA 画面のリファレンス 
 • 認証または許可の方式リストの追加または編集

AAA 概要画面

この画面は、AAA ツリーの 上位レベルにあります。この画面には、
ルータの AAA 設定の要約ビューが表示されます。詳細情報を表示したり、
AAA の設定を編集したりするには、[AAA] ツリーで適切なノードをク
リックします。

フィールド リファレンス

表 36-1 AAA のメイン画面のフィールド 

項目 説明

AAA の有効化

AAA の無効化

AAA が有効の場合は、ボタン名が [AAA の無効化 ] になりま
す。AAA が無効の場合は、ボタン名が [AAA の有効化 ] にな
ります。

AAA はデフォルトでは有効です。[AAA の無効化 ] をクリッ
クすると、ルータにアクセスできるようにするために設定が
変更されることを通知するメッセージが、Cisco CP に表示さ
れます。AAA を無効にすると、ルータを Easy VPN サーバと
して設定できなくなります。また、ユーザ アカウントをコマ
ンド ライン インターフェイス（CLI）のビューと関連付ける
ことができなくなります。

AAA サーバおよびグループ この読み取り専用フィールドには、AAA サーバおよびサーバ 
グループの数が表示されます。ルータは、AAA サーバへの認
証、許可、およびアカウンティング要求をリレーします。
AAA サーバはグループに分けられているので、ルータが 初
にアクセスしたサーバが利用できない場合に、AAA グループ
内の代替サーバを利用できます。
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AAA 画面のリファレンス
AAA サーバおよびサーバ グループ

このウィンドウには、AAA サーバおよび AAA サーバ グループの説明が表
示されます。

[AAA サーバ ] ウィンドウを表示するには、AAA サーバのブランチをク
リックします。

[AAA サーバ グループ ] ウィンドウを表示するには、AAA サーバ グループ
のブランチをクリックします。

AAA サーバ

このウィンドウには、ルータで使用するように設定されている AAA サー
バに関する情報のスナップショットが表示されます。IP アドレス、サーバ 
タイプ、およびその他のパラメータがサーバごとに表示されます。

認証ポリシー この読み取り専用フィールドには、設定されている認証ポリ
シーが表示されます。認証ポリシーはユーザの識別方法を定
義します。認証ポリシーを編集するには、[AAA] ツリーの 
[ 認証ポリシー ] の [ ログイン ] サブノードをクリックします。

許可ポリシー この読み取り専用フィールドには、設定済みの許可ポリシー
が表示されます。許可ポリシーでは、ユーザ ログインを許可
または拒否する方法が定義されます。許可ポリシーを編集す
るには、[AAA] ツリーの [ 許可ポリシー ] をクリックします。

許可ポリシー（Exec 許可およびネットワーク許可）を編集す
るには、[AAA] ツリーの [ 許可ポリシー] ノードの [Exec] およ
び [ ネットワーク ] サブノードをそれぞれクリックします。

表 36-1 AAA のメイン画面のフィールド （続き）

項目 説明
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AAA 画面のリファレンス 
フィールド リファレンス

表 36-2 AAA サーバのフィールド

項目 説明

グローバル設定 TACACS+ サーバおよび RADIUS サーバのグローバル設定を
行う場合は、[ グローバル設定 ] をクリックします。[ グローバ
ル設定の編集 ] ウィンドウでは、この AAA サーバへのアクセ
スが試行される期間（この期間の経過後は、次のサーバへの
アクセスが試行されます）、TACACS+ サーバまたは RADIUS 
サーバにアクセスする際に使用するキー、および TACACS+ 
パケットまたは RADIUS パケットを受信するインターフェイ
スを指定できます。これらの設定は、サーバ固有の設定が行
われていないすべてのサーバに適用されます。

追加 TACACS+ サーバまたは RADIUS サーバをリストに追加する
には、[ 追加 ] をクリックします。

編集 選択した AAA サーバの情報を編集するには、[ 編集 ] をクリッ
クします。

削除 選択した AAA サーバの情報を削除するには、[ 削除 ] をクリッ
クします。

サーバ IP AAA サーバの IP アドレスです。

パラメータ このカラムには、タイムアウト、キー、およびその他のパラ
メータがサーバごとに表示されます。

TACACS+ サーバの追加 / 編集

このウィンドウでは、TACACS+ サーバの情報の追加や編集を行います。
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AAA 画面のリファレンス
フィールド リファレンス

表 36-3 TACACS+ サーバ フィールドの追加 / 編集

項目 説明

サーバ IP またはホスト名 サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ルータが
ドメイン ネーム サービス（DNS）サーバを使用するように設
定されていない場合は、IP アドレスを入力します。

サーバとの単一接続 このチェック ボックスは、サーバとの通信のたびに TCP 接続
を開始および終了するのではなく、ルータで TACACS+ サー
バとの単一接続をオープンして維持する場合に選択します。
単一接続をオープンしておくと、TACACS+ サーバでより多
くの TACACS+ 処理を実行できるので効率が向上します。

注 このオプションは、TACACS+ サーバで CiscoSecure 
バージョン 1.0.1 以降が実行されている場合にだけサ
ポートされます。

サーバ固有のセットアップ AAA サーバのグローバル設定を無効にして、サーバ固有のタ
イムアウト値および暗号キーを指定する場合は、[ サーバ固有
のセットアップ ] を選択します。次のような設定が可能です。

 • タイムアウト（秒） ― ルータがこのサーバへのアクセス
を試行する秒数を入力します。指定した秒数が経過する
と、グループ リスト内の次のサーバへのアクセスを試行
します。ここで値を入力しない場合、ルータでは AAA 
サーバの [ グローバル設定 ] ウィンドウで設定された値が
使用されます。

 • キーの設定 ― オプション。ルータとこのサーバ間のトラ
フィックを暗号化するために使用するキーを入力します。
ここで値を入力しない場合、ルータでは AAA サーバの 
[ グローバル設定 ] ウィンドウで設定された値が使用され
ます。

 • 新しいキー / キーの確認 ― キーを入力し、確認のために
そのキーを再入力します。
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AAA 画面のリファレンス 
RADIUS サーバの追加 / 編集

このウィンドウでは、RADIUS サーバの情報の追加や編集を行います。

フィールド リファレンス

表 36-4 RADIUS サーバ フィールドの追加 / 編集

項目 説明

サーバ IP またはホスト名 サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ルータが
ドメイン ネーム サービス（DNS）サーバを使用するように設
定されていない場合は、IP アドレスを入力します。

許可ポート 許可要求に使用するサーバ ポートを指定します。デフォルト
は 1645 です。

アカウンティング ポート アカウンティング要求に使用するサーバ ポートを指定しま
す。デフォルトは 1646 です。

タイムアウト（秒） オプション。ルータがこのサーバへのアクセスを試行する秒
数を入力します。指定した秒数が経過すると、グループ リス
ト内の次のサーバへのアクセスを試行します。ここで値を入
力しない場合、ルータでは AAA サーバの [ グローバル設定 ] 
ウィンドウで設定された値が使用されます。

キーの設定 オプション。ルータとこのサーバ間のトラフィックを暗号化
するために使用するキーを入力します。ここで値を入力しな
い場合、ルータでは AAA サーバの [ グローバル設定 ] ウィン
ドウで設定された値が使用されます。

 • 新しいキー / キーの確認 ― キーを入力し、確認のために
そのキーを再入力します。

グローバル設定の編集

このウィンドウでは、ルータと AAA サーバ間のすべての通信に適用され
る通信設定を指定します。個別のルータに対する通信設定は、このウィン
ドウの設定よりも優先されます。
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AAA 画面のリファレンス
フィールド リファレンス

表 36-5 グローバル設定のフィールド

項目 説明

TACACS+ サーバ

RADIUS サーバ

適切なボタンをクリックして、グローバル パラメータを設定
するサーバのタイプを指定します。[TACACS+ サーバ ] を選
択すると、固有のパラメータが設定されていない TACACS+ 
サーバとのすべての通信にこのパラメータが適用されます。
[RADIUS サーバ ] を選択すると、固有のパラメータが設定さ
れていない RADIUS サーバとのすべての通信にこのパラメー
タが適用されます。

タイムアウト（秒） RADIUS または TACACS+ サーバからの応答を待つ秒数を入
力します。

キー ルータと TACACS+ サーバまたは RADIUS サーバ間のすべて
の通信で使用する暗号キーを入力します。

送信元インターフェイスの選
択

ルータで TACACS+ または RADIUS パケットの受信に使用さ
れる単一のインターフェイスを指定する場合には、このボッ
クスを選択します。

インターフェイス ― ルータで TACACS+ または RADIUS のパ
ケットを受信するためのインターフェイスを選択します。[ 送
信元インターフェイスの選択 ] チェック ボックスの選択が解
除されている場合、このフィールドは無効になります。

AAA サーバ グループ 
このウィンドウには、このルータに設定されている AAA サーバ グループ
が表示されます。AAA サーバが設定されていない場合、このウィンドウ
は空になります。
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AAA 画面のリファレンス 
フィールド リファレンス

表 36-6 AAA サーバ グループのフィールド

項目 説明

追加 [ 追加 ] ボタンをクリックすると、RADIUS サーバ グループを
作成できます。RADIUS サーバ グループを作成すると、この
ウィンドウにグループの名前とメンバが表示されます。

編集 [ 編集 ] をクリックすると、強調表示されているサーバ グルー
プに関する情報を変更できます。

削除  [ 削除 ] をクリックすると、強調表示されているサーバ グルー
プを削除できます。

グループ名 サーバ グループの名前です。サーバ グループ名を使用する
と、1 つの名前で複数のサーバを参照できます。

タイプ 選択されたグループ内のサーバのタイプです。TACACS+ ま
たは RADIUS です。

グループ メンバ このグループ内の AAA サーバの IP アドレスまたはホスト名
です。

AAA サーバ グループの追加 / 編集

このウィンドウでは、AAA サーバ グループの作成や変更を行います。

フィールド リファレンス

表 36-7 AAA サーバ グループの追加 / 編集のフィールド

項目 説明

グループ名 グループの名前を入力します。
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AAA 画面のリファレンス
認証ポリシー / 許可ポリシー ウィンドウ

[ 認証ポリシー] および [ 許可ポリシー] ウィンドウには、ルータの認証ポリ
シーに関する情報の概要が表示されます。

フィールド リファレンス

表 36-8 認証ポリシー / 許可ポリシーのフィールド

項目 説明

認証タイプ 認証ポリシーのタイプです。

ポリシー数 このタイプのポリシーの数です。

使用目的 これらのポリシーの使用目的についての説明です。

認証および許可

[ ログイン ] および [Exec 許可およびネットワーク許可 ] ウィンドウには、
ログインと NAC 要求の認証、および Exec コマンド レベル要求とネット
ワーク要求の許可に使用される方式リストが表示されます。これらのウィ
ンドウでは、各方式リストを確認および管理できます。

サーバ タイプ RADIUS と TACACS+ のいずれかのサーバのタイプを選択し
ます。

注 現在の設定内容によっては、このフィールドが保護さ
れていて、特定のタイプに設定される場合がありま
す。

この AAA サーバ グループに
追加するサーバを選択してく
ださい

このエリアには、選択したタイプのルータに設定されている
すべての AAA サーバの IP アドレスが、使用されている認証
ポートとアカウンティング ポートとともに一覧表示されま
す。追加するサーバの横の [ 選択 ] チェック ボックスを選択し
ます。

表 36-7 AAA サーバ グループの追加 / 編集のフィールド

項目 説明
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AAA 画面のリファレンス 
フィールド リファレンス

表 36-9 認証 / 許可のフィールド

項目 説明

追加

編集

削除

これらのボタンを使用すると、方式リストを作成、編集、お
よび削除できます。

リスト名 方式リストの名前。方式リストとは、ユーザを認証するため
に照会される認証方式を、優先順位に従って記載したリスト
のことです。

方式 1 ルータで 初に使用される方式です。この方式で、いずれか 
1 つのサーバによってユーザが認証された（PASS 応答が送信
された）場合は、認証が成功したことになります。サーバか
ら FAIL 応答が返された場合は、認証が失敗したことになり
ます。 初の方式で応答するサーバがなかった場合、ルータ
はリスト内の次の方式を使用します。方式は、リストの作成
または編集時に、順番に並べることができます。

方式 2

方式 3

方式 4

方式 1 で参照されるサーバが応答しない場合にルータで使用
される方式を、使用される順序に従って示しています。方式
が 3 つ以下の場合、リストが設定されていない場所は空のま
まです。

認証 NAC
[ 認証 NAC] ウィンドウには、ルータに設定されている EAPoUDP 方式リス
トが表示されます。このウィンドウで追加の方式リストを指定すると、
ルータでは、デフォルトの方式リストが使用される前に、指定した方式リ
ストが使用されます。
36-11
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 36 章     AAA（認証、許可、およびアカウンティング）       

AAA 画面のリファレンス
フィールド リファレンス

表 36-10 NAC 認証のフィールド

項目 説明

追加

編集

削除

これらのボタンを使用すると、方式リストを作成、編集、お
よび削除できます。

リスト名 方式リストの名前。方式リストとは、ユーザを認証するため
に照会される認証方式を、優先順位に従って記載したリスト
のことです。NAC の設定に NAC ウィザードが使用された場
合は、このカラムにリスト名「default」が表示されます。

方式 1 ルータで 初に使用される方式です。NAC の設定に NAC 
ウィザードが使用された場合は、このカラムに方式名「group 
SDM_NAC_Group」が表示されます。

この方式で、いずれか 1 つのサーバによってユーザが認証さ
れた（PASS 応答が送信された）場合は、認証が成功したこと
になります。サーバから FAIL 応答が返された場合は、認証
が失敗したことになります。 初の方式で応答するサーバが
なかった場合、ルータはリスト内の次の方式を使用します。
方式は、リストの作成または編集時に、順番に並べることが
できます。

方式 2

方式 3

方式 4

方式 1 で参照されるサーバが応答しない場合にルータで使用
される方式を、使用される順序に従って示しています。方式
が 3 つ以下の場合、リストが設定されていない場所は空のま
まです。

認証 802.1x
[ 認証 802.1x] ウィンドウには、802.1x 認証に適合するように設定されてい
る方式リストが表示されます。

注 802.1x の設定に追加の方式リストを指定することはできません。
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AAA 画面のリファレンス 
フィールド リファレンス

表 36-11 802.1x 認証のフィールド

項目 説明

追加

編集

削除

これらのボタンを使用すると、方式リストを作成、編集、お
よび削除できます。

リスト名 方式リストの名前。方式リストとは、ユーザを認証するため
に照会される認証方式を、優先順位に従って記載したリスト
のことです。

802.1x の設定に LAN ウィザードが使用された場合は、このカ
ラムにリスト名「default」が表示されます。

方式 1 ルータで 初に使用される方式です。この方式で、いずれか 
1 つのサーバによってユーザが認証された（PASS 応答が送信
された）場合は、認証が成功したことになります。サーバか
ら FAIL 応答が返された場合は、認証が失敗したことになり
ます。 初の方式で応答するサーバがなかった場合、ルータ
はリスト内の次の方式を使用します。方式は、リストの作成
または編集時に、順番に並べることができます。

802.1x の設定に LAN ウィザードが使用された場合は、このカ
ラムに方式名「group SDM_802.1x」が表示されます。

方式 2

方式 3

方式 4

方式 1 で参照されるサーバが応答しない場合にルータで使用
される方式です。方式が 3 つ以下の場合、リストが設定され
ていない場所は空のままです。

認証または許可の方式リストの追加または編集

方式リストとは、ユーザを認証するために照会される認証方式を、優先順
位に従って記載したリストのことです。方式リストを使用すると、認証に
使用するセキュリティ プロトコルを 1 つ以上指定できます。これによっ
て、 初の方式が失敗した場合のための、認証のバックアップ システム
を確保できます。
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AAA 画面のリファレンス
Cisco IOS ソフトウェアは、リストの 初に記載されている方式を使用し
てユーザを認証します。その方式で応答がなかった場合、Cisco IOS ソフ
トウェアは、方式リストに記載されている次の認証方式を選択します。リ
ストされた認証方式との通信に成功するか、方式リストに定義されている
すべての方式を試し終わるまでこれが繰り返されます。

Cisco IOS ソフトウェアが、次にリストされている認証方式での認証を試
行するのは、その前の方式で応答がなかったときだけであることに注意し
てください。このサイクルのいずれかの時点で認証に失敗した場合（つま
り、セキュリティ サーバまたはローカル ユーザ名データベースがユーザ 
アクセスを拒否することによって応答した場合）、認証プロセスは停止し、
他の認証方式は試行されません。

フィールド リファレンス

表 36-12 認証または許可の方式リストの追加のフィールド 

項目 説明

名前

指定する

[名前 ] リストで名前 [デフォルト ] または [ユーザ定義] を選択
して、[ 指定する ] フィールドに方式リストの名前を入力しま
す。

方式 方式は、設定済みのサーバ グループです。方式は 4 つまで指
定して、ルータで使用される順にリストに配置できます。
ルータでは、 初にリスト内の 1 つめの方式が試行されます。
認証要求に対して PASS または FAIL 応答を受け取った場合
は、それ以上の照会は行われません。 初の方式を使用して
応答が得られなかった場合は、リスト内の次の方式が使用さ
れます。PASS または FAIL 応答を受け取らない限り、リスト
内の方式が 後まで順番に使用されます。

追加 リストに方式を追加するには、[ 追加 ] をクリックします。追
加する設定済みのサーバ グループがない場合は、表示された
ウィンドウでサーバ グループを設定できます。

削除 リストから方式を削除する場合に、このボタンをクリックし
ます。
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AAA 画面のリファレンス 
上へ移動

下へ移動

ルータでは、このウィンドウに表示されている順に方式が使
用されます。方式をリスト内の上に移動する場合は、[ 上へ移
動 ] をクリックします。方式をリスト内の下に移動する場合
は、[ 下へ移動 ] をクリックします。

方式 "none" は常にリストの 後に表示されます。リスト内
で、この下に他の方式を移動することはできません。これは、
IOS の制限です。IOS では、方式名 "none" が方式リストに追
加されると、それ以降他の方式名が受け付けられなくなりま
す。

パスワード エージングの有効
化

ユーザのパスワードの期限が切れたときに、Easy VPN サーバ
から通知が送られ、新たなパスワードの登録が要求されるよ
うにするには、[ パスワード エージングの有効化 ] を選択しま
す。

表 36-12 認証または許可の方式リストの追加のフィールド （続き）

項目 説明
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AAA 画面のリファレンス
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ルータのプロビジョニング

ルータをプロビジョニングするときには、ルータに直接接続された USB 
デバイス、または Secure Device Provisioning（SDP）を使用できます。
SDP を Cisco CP で使用できるようにするには、使用している Cisco IOS リ
リースで SDP がサポートされている必要があります。

Secure Device Provisioning
このウィンドウでは、Secure Device Provisioning（SDP）を使用して、CA 
サーバに対するルータの登録やルータの構成などの作業を完了できます。
[SDP の起動 ] ボタンをクリックして SDP Web ブラウザ アプリケーション
に転送し、プロセスを完了します。

証明書を取得する場合、Cisco CP では証明書ウィンドウが表示されます。
このウィンドウには、CA から取得した証明書が表示されます。

SDP を使用した登録に必要な準備については、「SDP のトラブルシュー
ティングのヒント」を参照してください。

SDP の詳細については、次のリンクをクリックしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_gui
de09186a008028afbd.html#wp1043332

注 [SDP の起動 ] ボタンが表示されない場合は、使用しているルータの Cisco 
IOS リリースで SDP がサポートされていません。[SDP の起動 ] ボタンが無
効になっている場合は、Cisco CP にルート以外のビュー ユーザとしてログ
インしています。
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USB からのルータのプロビジョニング
USB からのルータのプロビジョニング
このウィンドウには、ルータに接続されている USB トークンまたは USB 
フラッシュ デバイスが Cisco CP によって検出されたかどうかが示されま
す。[ ルータのプロビジョニング ] ボタンをクリックすると、USB トークン
または USB フラッシュ デバイスのコンフィギュレーション ファイルを選
択できます。

ルータをこの方法でプロビジョニングすると、USB トークンまたは USB 
フラッシュ デバイスのコンフィギュレーション ファイルがルータの実行
コンフィギュレーション ファイルとマージされて、新しい実行コンフィ
ギュレーション ファイルが作成されます。

USB からのルータのプロビジョニング（ロー
ド ファイル）

このウィンドウでは、ルータに接続された USB トークンまたは USB フ
ラッシュ デバイスのコンフィギュレーション ファイルをロードできます。
このファイルがルータの実行コンフィギュレーション ファイルとマージ
されて、新しい実行コンフィギュレーション ファイルが作成されます。

コンフィギュレーション ファイルをロードするには、次の手順に従って
ください。

手順 1 ドロップダウン メニューから、デバイスのタイプを選択します。

手順 2 [ ファイル名 ] にコンフィギュレーション ファイルの名前をフル パスを含
めて入力するか、[ 参照 ] をクリックして [ ファイルの選択 ] ウィンドウで
ファイルを選択します。

手順 3 デバイス タイプが USB トークンの場合、[ トークンの PIN] にトークンに
ログインするためのパスワードを入力します。

手順 4 ファイルをプレビューする場合は、[ ファイルのプレビュー ] をクリックし
て、ファイルの内容を詳細ペインに表示します。

手順 5 [OK] をクリックして、選択したファイルをロードします。
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SDP のトラブルシューティングのヒント 
SDP のトラブルシューティングのヒント
Secure Device Provisioning（SDP）を使用して登録を行う前に、このトピッ
クの情報を参照してルータと証明書サーバの間の接続を準備してくださ
い。登録時に問題が発生した場合は、準備のために行った作業を見直すこ
とで、問題のある場所を判断できます。

ガイドライン

 • SDP が起動したら、このヘルプ トピックが表示されているブラウザ 
ウィンドウを 小化して、SDP の Web アプリケーションが見えるよう
にする。

 • SDP を使用してルータを設定しようとしている場合は、WAN 接続を
設定した後すぐにその設定を行う。

 • SDP で設定の変更を行ったときは、Cisco CP に戻ってツールバーの 
[ 更新 ] をクリックし、[ ルータ証明書 ] ウィンドウの [VPN コンポーネ
ント ] ツリーでトラストポイントのステータスを確認する。

トラブルシューティングのヒント

ここに記載されている推奨事項は、ローカル ルータと CA サーバでの準備
作業を必要とします。CA サーバの管理者に必要な作業を伝える必要があ
ります。確認が必要な事項は、次のとおりです。

 • ローカル ルータと CA サーバが相互に IP 接続可能である。ローカル 
ルータは証明書サーバに ping を正常に実行できなければならず、証明
書サーバはローカル ルータに ping を正常に実行できなければならな
い。

 • CA サーバ管理者が JavaScript をサポートする Web ブラウザを使用し
ている。

 • CA サーバ管理者がローカル ルータに対するイネーブル特権を持って
いる。

 • ローカル ルータ上のファイアウォールで、証明書サーバとの間で送受
信されるトラフィックが許可される。
37-3
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 37 章     ルータのプロビジョニング       

SDP のトラブルシューティングのヒント
 • 申請者（Petitioner）と登録者（Registrar）の一方または両方でファイ
アウォールが設定されている場合は、Cisco CP と SDP アプリケーショ
ンが起動された PC からの HTTP トラフィックまたは HTTPS トラ
フィックがそのファイアウォールで許可されていることを確認する必
要がある。

SDP の詳細については、次の Web ページを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_gui
de09186a008028afbd.html#wp1043332
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Cisco Common Classification 
Policy Language 

Cisco Common Classification Policy Language（C3PL）は機能固有の設定コ
マンドの代わりに使用できる、構造化された言語です。C3PL を使用する
と、イベント、条件、およびアクションに基づくトラフィック ポリシー
を作成できます。Cisco Configuration Professional（Cisco CP）では、C3PL 
を使用してポリシー マップおよびクラス マップが作成されます。これに
ついては、次の各トピックで説明しています。

ポリシー マップ
ポリシー マップでは、定義されている条件にトラフィックが一致した場
合に実行されるアクションを指定します。各トラフィック タイプおよび
条件は、ポリシー マップに関連付けられたクラス マップで定義します。
ポリシー マップとそれに関連付けられたクラス マップの情報をルータで
使用できるようにするには、ポリシー マップをゾーンペアに関連付ける
必要があります。ゾーンおよびゾーン ペアの設定方法の詳細については、

「ゾーンベースのポリシー ファイアウォール」を参照してください。

ポリシー マップ ウィンドウ

ポリシー マップ ウィンドウでは、QoS、HTTP、および他の種類のトラ
フィックに対するポリシー マップを確認、作成、および編集できます。
ウィンドウ上部には設定済みのポリシー マップが一覧表示され、ウィン
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ポリシー マップ
ドウ下部には強調表示したポリシー マップの詳細が表示されます。ポリ
シー マップを編集する場合、または詳細情報を確認する場合は [ 編集 ] を
クリックして、表示されたダイアログ ボックスで情報を確認し、必要な
変更を加えます。

このヘルプ トピックでは、ポリシー マップ ウィンドウの全般的な説明、
およびいくつかのサンプル データを示します。

追加

[ 追加 ] をクリックすると、ポリシー マップを設定できるダイアログ ボッ
クスが表示されます。

編集

[ 編集 ] をクリックすると、選択したポリシー マップを編集できるダイアロ
グ ボックスが表示されます。[ 編集 ] ボタンは、ポリシー マップが 1 つも
設定されていない場合は無効にされています。

削除

選択したポリシー マップを削除するには、[ 削除 ] をクリックします。

ポリシー マップ リスト エリア

このエリアには、特定のプロトコルまたは機能に対して設定されたポリ
シー マップが一覧表示されます。ここでポリシー マップを選択すると、
画面下部にその詳細情報が表示されます。次に、2 つの IM ポリシーの例
を示します。

ポリシー マップ名 説明

im-pmap-g guest policy

im-pmap-e employee policy

ポリシー マップの詳細

選択したポリシー マップの詳細には、ポリシー マップの設定内容が表示
されます。表示される詳細情報の内容は、ポリシー マップの種類によっ
て異なります。
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ポリシー マップ 
HTTP、IM、P2P、IMAP、および POP3 では、一致するクラス名、アク
ション、およびログのカラムが表示されます。次の表は、IM ポリシー 
マップの詳細を示しています。ルータでは、AOL トラフィックがブロッ
クされますが、その他の種類の IM トラフィックはすべて許可されます。

一致するクラス名 アクション ログ

aol-cmap 無効 無効

class-default 有効 無効

プロトコル インスペクション、SMTP、および SUNRPC ポリシー マップ
の詳細には、[ 一致するクラス名 ] カラムおよび [ アクション ] カラムが表示
されます。次の表は、SUNRPC ポリシー マップの詳細を示しています。

一致するクラス名 アクション

cmap-sunrpc1 許可

cmap-sunrpc2 なし

QoS ポリシー マップの追加 / 編集

QoS ポリシー マップの追加または編集時には、次の情報を使用します。

ポリシー名および説明

新規ポリシー マップを作成する場合は、これらのフィールドにポリシー 
マップの名前と説明を入力します。ポリシー マップを編集する場合は、
これらのフィールドは表示専用です。

クラス マップ、キューイング、DSCP の設定、および廃棄 

これらのカラムには、ポリシー マップ内の各クラス マップについての概
要が表示されます。次に、音声クラス マップのエントリの例を示します。

Voice-FastEthernet0/1 LLQ 70% ef No

このクラス マップでは、低遅延キューイングを使用し、このインター
フェイスの帯域幅の 70% を使用しています。DSCP 値は ef に設定されてお
り、このタイプのパケットは廃棄されません。
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ポリシー マップ
このリストのクラス マップ情報を変更するには、[ 追加 ]、[ 編集 ]、[ 削除 ]、
[ 上へ移動 ]、および [ 下へ移動 ] の各ボタンをクリックします。

インターフェイスへのポリシー マップ関連付け

この画面では、ポリシー マップを選択したインターフェイスに関連付け
ます。

フィールド リファレンス

表 38-1 ポリシー マップへの関連付けのフィールド 

項目 説明

ポリシー マップ インターフェイスに関連付けるポリシー マップを選択しま
す。

ポリシー マップの詳細

クラス マップ [ クラス マップ ] カラムには、そのポリシー マップに含まれて
いるクラス マップが表示されます。

キューイング [ キューイング ] カラムには、クラス マップで使用される
キューイングのタイプ、およびこのクラスに割り当てられた
帯域幅のパーセント値が表示されます。たとえば、[ キューイ
ング ] カラムには、次のようなエントリが表示されます。

LLQ - 33%
CBWFQ - 5%
CBWFQ - 5% Remaining
Fair Queue

1 つのクラス マップで低遅延キューイング（LLQ）、2 つのク
ラス マップで Class-Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ）、
もう 1 つのクラス マップでフェア キューイングが使用されて
います。パーセント値は、これらの各クラス マップに割り当
てられた帯域幅、または残りの帯域幅を示します。

シェーピング [ シェーピング ] カラムでは、クラス マップでシェーピングが
設定されているかどうかが示されます。

 • [ はい ] ― シェーピングが設定されている。

 • [ いいえ ] ― シェーピングが設定されていない。
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インスペクション ポリシー マップの追加

インスペクション ポリシー マップでは、関連付けられたクラス マップの
条件と一致したトラフィックに対してルータが実行するアクションを指定
します。ルータが実行できるアクションは、トラフィックの通過の許可、
トラフィックの廃棄（およびオプションでイベントのログ記録）、または
トラフィックの検査です。

入力した名前と説明は、ポリシー マップの確認ウィンドウに表示されま
す。[ クラス マップ ] および [ アクション ] カラムには、このポリシー マッ
プに関連付けられたクラス マップ、およびクラス マップで指定されたト
ラフィックに対してルータが実行するアクションがそれぞれ表示されま
す。リストに新規クラス マップを追加してアクションを設定するには、
[ 追加 ] をクリックします。クラス マップの設定を変更するには、[ 編集 ] を
クリックします。クラス マップの評価順序を変更するには、[ 上へ移動 ] お
よび [ 下へ移動 ] ボタンをクリックします。

レイヤ 7 ポリシー マップ

このウィンドウでは、選択したアプリケーションの検査に使用するレイヤ 
7 ポリシー マップを選択できます。このウィンドウには、選択したアプリ
ケーションに対して使用可能なポリシー マップが一覧表示されます。ポ
リシー マップを選択して、[OK] をクリックします。

ポリシング [ ポリシング ] カラムでは、クラス マップでポリシングが設定
されているかどうかが示されます。

 • [ はい ] ― ポリシングが設定されている。

 • [ いいえ ] ― ポリシングが設定されていない。

DSCP の設定 [DSCP の設定 ] カラムには、クラス マップで使用されている 
DSCP マーキングが一覧表示されます。

廃棄

表 38-1 ポリシー マップへの関連付けのフィールド （続き）

項目 説明
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アプリケーションのインスペクション

アプリケーション インスペクション ポリシーは、Open Systems 
Interconnect（OSI）モデルのレイヤ 7 に適用されます。このレイヤでは、
アプリケーションによる便利な機能の提供を許可するメッセージがユーザ 
アプリケーション間で送受信されます。アプリケーションによっては、不
要な機能や脆弱な機能を提供するものがあります。したがって、このよう
な機能に関連付けられたメッセージは適切にフィルタリングし、アプリ
ケーション サービスに対する動作を制限する必要があります。

Cisco IOS ソフトウェアのゾーンポリシー ファイアウォールでは、HTTP、
SMTP、POP3、IMAP、SUNRPC、P2P、および IMAP アプリケーション 
サービスに対するアプリケーション インスペクションおよび制御を実行
できます。詳細については、次のリンクを参照してください。

 • HTTP インスペクション クラス マップの追加

 • SMTP クラス マップの追加 / 編集

 • POP3 クラス マップの追加 / 編集

 • IMAP クラス マップの追加 / 編集

 • SUNRPC クラス マップの追加 / 編集

 • ポイントツーポイント クラス マップの追加 / 編集

 • インスタント メッセージング クラス マップの追加 / 編集

詳細パケット インスペクションの設定

レイヤ 7（アプリケーション）インスペクションは、サービス固有のアク
ション（選択されたファイル検索、ファイル転送、およびテキスト 
チャット機能のブロックまたは許可など）を認識および適用する機能に
よって、レイヤ 4 インスペクションを強化します。サービス固有の機能
は、サービスによって異なります。

新規ポリシー マップを作成する場合は、[ ポリシー マップ名 ] フィールド
に名前を入力します。説明を追加することもできます。新規のポイント
ツーポイント クラス マップを作成するには、[ 追加 ] > [ 新しいクラス マッ
プ ] の順にクリックします。このタイプのクラス マップの作成方法につい
ては、「ポイントツーポイント クラス マップの追加 / 編集」を参照してく
ださい。デフォルトのクラス マップを追加するには、[ 追加 ] > [ クラスの
デフォルト ] の順にクリックします。
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表にクラス マップが表示されたら、一致トラフィックが検出された場合
に実行するアクション、および一致内容をログに記録するかどうかを指定
します。[< なし >]、[ リセット ]、または [ 許可 ] を指定できます。次の例
は、Gnutella および eDonkey の P2P クラス マップを示しています。

一致するクラス名 アクション ログ

gnutellaCMap 許可

eDonkeyCMap リセット X

クラス マップ
クラス マップでは、ゾーンポリシー ベース ファイアウォール（ZPF）に
よってポリシーの適用対象として選択されるトラフィックを定義します。
レイヤ 4 クラス マップでは、次の条件に基づいてトラフィックが分類され
ます。

 • アクセス グループ ― 標準、拡張、または名前付きのアクセス コント
ロール リストを使用して、送信元と宛先の IP アドレス、および送信
元と宛先のポートを基準にしてトラフィックをフィルタ処理できま
す。

 • プロトコル ― レイヤ 4 プロトコル（TCP、UDP、および ICMP）およ
びアプリケーション サービス（HTTP、SMTP、DNS など）が基準に
なります。一般に認知されたサービス、または PAM で認識可能な
ユーザ定義サービスはすべて指定できます。

 • クラス マップ ― 追加の一致条件を指定する下位のクラス マップを、
別のクラス マップ内にネストできます。

クラス マップには、「いずれかと一致」または「すべてに一致」演算子を
適用して、一致条件の適用方法を定義できます。「いずれかと一致」を指
定した場合は、トラフィックが、クラス マップ内のいずれか 1 つの一致条
件だけを満たす必要があります。「すべてに一致」を指定した場合は、ク
ラス マップのすべての条件を満たすトラフィックだけが、この特定のク
ラスに属するものとみなされます。
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クラス マップの関連付け

クラス マップをインスペクション ポリシー マップに関連付けるには、次
の操作を行います。

手順 1 クラス マップ名を指定します。そのためには、名前のフィールドの右側
にあるボタンをクリックし、[ クラス マップの追加 ]、[ クラス マップの選
択 ]、または class-default を選択します。

手順 2 [アクション ] ボックスで [通過 ]、[廃棄 ]、または [検査 ] をクリックします。
[ 廃棄 ] をクリックした場合は、オプションで [ ログ ] をクリックすると、廃
棄イベントをログに記録できます。[ 検査 ] をクリックした場合は、[ 詳細
オプション ] をクリックして、このクラスのトラフィックに対するパラ
メータ マップ、インスペクション ポリシー、またはポリシングを指定し
ます。

手順 3 [OK] をクリックしてこのダイアログ ボックスを閉じ、インスペクション 
ポリシー マップの追加または修正ダイアログ ボックスに戻ります。

クラス マップの詳細オプション

トラフィックに対して [ 検査 ] アクションを選択した場合は、パラメータ 
マップ、アプリケーション インスペクション、および ZPF ポリシングを
指定できます。

インスペクション パラメータ マップ

インスペクション パラメータ マップでは、TCP、DNS、および UDP のタ
イムアウトおよびセッション制御に関する各パラメータを指定します。既
存のパラメータ マップを選択できます。設定済みのパラメータ マップが
存在しない場合は、このフィールドは無効になります。[ 表示 ] をクリック
すると、このダイアログ ボックスを終了せずに、選択したパラメータ 
マップを表示できます。
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URL フィルタリング パラメータ マップ

URL フィルタリング パラメータ マップを使用すると、URL フィルタリン
グ サーバおよびローカル URL リストを指定できます。既存のパラメータ 
マップを選択できます。設定済みのパラメータ マップが存在しない場合
は、このフィールドは無効になります。[ 表示 ] をクリックすると、このダ
イアログ ボックスを終了せずに、選択したパラメータ マップを表示でき
ます。

アプリケーション インスペクションの有効化 

アプリケーション インスペクション ポリシーでは、指定のアプリケー
ションのパケットから検査するデータ タイプを指定します。既存のアプ
リケーション インスペクション ポリシーを選択できます。設定済みのア
プリケーション インスペクション ポリシーが存在しない場合は、この
フィールドは無効になります。[ 表示 ] をクリックすると、このダイアログ 
ボックスを終了せずに、選択したアプリケーション インスペクション ポ
リシーを表示できます。

ポリシング レートおよびバースト

トラフィックを指定のポリシング レートに限定して、バースト値を指定
できます。ポリシング レートには毎秒 8,000 ～ 2,000,000,000 ビットの範
囲の値を指定できます。バースト レートには 1,000 ～ 512,000,000 バイト
の範囲の値を指定できます。

QoS クラス マップ

このウィンドウでは、QoS クラス マップの情報を表示および編集できま
す。QoS クラス マップは、QoS ポリシー マップ内でトラフィック タイプ
を定義するために使用されます。

クラス マップ名をクリックすると、[ クラス マップの詳細 ] エリアにこの
クラス マップの詳細情報が表示されます。

クラス マップ詳細情報では、トラフィックを定義するための一致条件と
なるプロトコルを確認できます。次の例は、音声シグナリング クラス 
マップの詳細を示しています。

Details of Class Map:SDMSignal-FastEthernet0/1
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Item Name Item Value
Match Protocols h323,rtcp

H.323 および RTCP は、一致条件となる音声シグナリング プロトコルで
す。

QoS クラス マップの追加 / 編集

次の情報は、QoS クラス マップの追加または編集時に役立ちます。新規
の QoS クラス マップを追加する場合は、このフィールドの右側のボタン
をクリックし、コンテキスト メニューから [ クラス マップの追加 ] または 
[ クラス マップの選択 ] を選択します。

[ 廃棄 ]、[DSCP の設定 ]、および [ キューイング ] のオプションについては、
「アクション」を参照してください。

QoS クラス マップの追加 / 編集 

作成する QoS クラス マップには、識別および使用しやすいように、名前
と説明を入力します。[ 分類 ] ボックスの [ 任意 ]、[ すべて ]、[ 編集 ] の各ボ
タンの説明については、[ 分類 ] を参照してください。

クラス マップの選択

選択するクラス マップ名をクリックして、[OK] をクリックします。この
ダイアログ ボックスを起動したウィンドウに、このクラス マップ エント
リが追加されます。

詳細インスペクション

詳細インスペクションを使用すると、アプリケーション固有のパラメータ
に対するクラス マップを作成できます。たとえば、eDonkey、Gnutella、
Kazaa2 などの一般的な P2P アプリケーションに対するクラス マップを作
成できます。
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クラス マップおよびアプリケーション サービス グループ 
ウィンドウ

クラス マップ ウィンドウでは、HTTP、SMTP、POP3 などのプロトコルに
対するクラス マップの確認、作成、および編集が可能です。ウィンドウ
の [ クラス マップ ] エリアには設定済みのクラス マップの一覧が、ウィン
ドウ下部には選択したクラス マップの詳細情報がそれぞれ表示されます。
クラス マップを編集する場合、または詳細情報を参照する場合は、[ 編集 ] 
をクリックして、表示されたダイアログ ボックスで情報を確認し、必要
な変更を加えます。

追加

[ 追加 ] をクリックすると、選択したタイプのクラス マップを新規作成し、
設定内容を入力するためのダイアログ ボックスが表示されます。

編集

[ 編集 ] をクリックすると、選択したクラス マップの設定内容を変更できま
す。

削除

選択したクラス マップを削除するには [ 削除 ] をクリックします。他のク
ラス マップで使用される可能性がある下位クラス マップやパラメータ 
マップなどの依存関係がこの設定に関連付けられている場合、Cisco CP に
追加のダイアログ ボックスが表示される場合があります。

クラス マップ エリア

このエリアには、選択したプロトコルに対して設定されたクラス マップ
が表示されます。ここには設定されたクラス マップの名前、および他の
関連情報が表示されます。

QoS クラス マップ

QoS クラス マップ情報は、[ クラス マップ名 ] および [ 説明 ] カラムから成
る表形式で表示されます。次に、この表の例を示します。
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クラス マップ名 説明

CMAP-DMZ FTP および HTTP QoS クラス マッ
プ

CMAP-3 テスト

インスペクション、HTTP、SMTP、SUN RPC、IMAP、および POP3 クラス 
マップ

これらのタイプのクラス マップ情報は、[ クラス マップ名 ] および [ 使用
元 ] カラムから成る表形式で表示されます。次に、HTTP クラス マップの
表の例を示します。

クラス マップ名 使用元

http-rqst pmap-5

http-rsp-body pmap-5

インスタント メッセージング サービス グループおよびピアツーピア アプリ
ケーション サービス グループ

インスタント メッセージング サービス グループおよびピアツーピア
（P2P）アプリケーション サービス グループでは、Yahoo! Messenger イン
スタント メッセージング アプリケーションや Gnutella P2P アプリケーショ
ンなどの個別のアプリケーションに対するクラス マップが設定されるた
め、カラムが追加されます。次の表は、P2P アプリケーション サービス 
グループのデータの例を示しています。

クラス マップ名 使用元 クラス マップ タイプ

cmap-gnutella pmap-7 Gnutella

cmap-edonkey pmap-7 eDonkey

cmap-bittorrent pmap-7 bittorrent
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クラス マップの詳細

[ クラス マップの詳細 ] エリアには、特定のクラス マップの設定内容が表
示されます。このエリアは、[ 項目名 ] および [ 項目値 ] カラムから構成され
ます。

項目名

設定する項目名です。たとえば、HTTP クラス マップでは、[ 要求のヘッ
ダー ]、[ ポートの誤使用 ]、[ プロトコル違反 ] などを設定できます。

項目値

各設定項目の値です。たとえば、HTTP の [ 要求のヘッダー ] に「Length > 
500」という値を設定し、[ ポートの誤使用 ] フラグを無効にすることがで
きます。

クラス マップ詳細の追加情報

これらのウィンドウに表示されるクラス マップの詳細情報については、
次の該当リンクをクリックしてください。

 • QoS クラス マップの追加 / 編集

 • インスペクション クラス マップの追加 / 編集

 • HTTP インスペクション クラス マップの追加

 • インスタント メッセージング クラス マップの追加 / 編集

 • ポイントツーポイント クラス マップの追加 / 編集

 • SMTP クラス マップの追加 / 編集

 • SUNRPC クラス マップの追加 / 編集

 • IMAP クラス マップの追加 / 編集

 • POP3 クラス マップの追加 / 編集

インスペクション クラス マップの追加 / 編集

インスペクション クラス マップを作成すると、さまざまな種類のトラ
フィックをインスペクションに使用できます。[ クラス名 ] フィールドに
は、このクラス マップを識別する名前を入力します。説明を入力するこ
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クラス マップ
ともできます。クラス マップの編集時には、名前を変更することはでき
ません。クラスにマッピングする条件を指定したら、[OK] をクリックし
ます。

クラスを任意の条件と一致させるか、またはすべての条件と一致させるかの指定

クラスが選択した条件のうちのいずれか 1 つ以上と一致する必要がある場
合は、[ 任意 ] をクリックします。クラスがすべての条件と一致する必要が
ある場合は、[ すべて ] をクリックします。

インスペクション クラス マップの一致条件の選択

左側のカラムには、クラス マップの一致条件が表示されます。ノードの
隣のプラス記号（+）をクリックすると、子ノードが表示されます。たと
えば、[HTTP] をクリックすると、子ノード [http] および [https] が表示さ
れます。項目を選択するには、必要な項目をクリックしてから [ 追加 >>] 
をクリックします。右側のカラムに追加した項目を削除するには、必要な
項目をクリックしてから [<< 削除 ] をクリックします。

一致順序の変更

いずれかの条件との一致を必要とする [ 任意 ] を選択した場合は、右側のカ
ラムに表示される各項目の一致順序を変更できます。項目をリスト内で 1 
つ上に移動するには、対象の項目を選択して [ 上へ移動 ] をクリックしま
す。項目をリスト内で 1 つ下に移動するには、対象の項目を選択して [ 下
へ移動 ] をクリックします。リストの 上部にある項目をックリックした
場合、[ 上へ移動 ] ボタンは無効になります。リストの 下部にある項目を
クリックした場合、[ 下へ移動 ] ボタンは無効になります。

パラメータ マップの関連付け

このダイアログ ボックスには、クラス マップに関連付けることのできる
パラメータ マップが表示されます。クラス マップに関連付けるパラメー
タ マップの隣にある [ 選択 ] チェック ボックスを選択してください。
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HTTP インスペクション クラス マップの追加

HTTP インスペクション クラス マップを使用すると、さまざまな種類の 
HTTP リクエスト、レスポンス、およびリクエストレスポンス データをイ
ンスペクションに使用できます。

HTTP インスペクション クラス マップを作成するには、次の手順に従いま
す。

手順 1 クラス マップを識別するクラス名を入力します。[HTTP クラス マップ ] 
ウィンドウに表示される説明を入力することもできます。

手順 2 HTTP ツリーで、インスペクションに使用するデータ タイプが存在するブ
ランチをクリックします。HTTP リクエスト、レスポンス、およびリクエ
ストレスポンスに対するクラス マップを作成できます。

手順 3 適切なサブブランチをクリックし、必要なデータ タイプの詳細情報を指
定します。

手順 4 表示されるフィールドで、クラス マップ データを設定します。

手順 5 一致条件を指定します。クラス マップがいずれか 1 つ以上の条件と一致す
る必要がある場合は、[ 次のいずれかの状態 ] をクリックします。クラス 
マップが指定したすべての条件と一致する必要がある場合は、[ 以下に指
定するものすべて ] をクリックします。

HTTP リクエスト ヘッダー

HTTP リクエスト ヘッダー属性に対するクラス マップ条件を入力します。

次の値を超える長さ

1 つのパケットにおける、グローバル リクエスト ヘッダー長の上限を指定
するには、このチェック ボックスを選択して、必要なバイト数を入力し
ます。
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次の値を超えるカウント

1 つのパケットにおける、リクエスト ヘッダー フィールドの合計数の上限
を指定するには、このチェック ボックスを選択して、必要なフィールド
数を入力します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査対象の文字列と一致する既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、新規作成します。正規表現の作成の詳細については、「正規表現の
追加 / 編集」を参照してください。このダイアログ ボックスを閉じないで
既存のマップを確認するには、[ 既存のマップの選択 ] リストでマップを選
択して [ 表示 ] をクリックします。

フィールド名および設定オプション 

ヘッダー内のフィールドをインスペクションの条件に含めて、検査する長
さ、フィールド数、および文字列を指定できます。フィールドを含めるに
は、[ 追加 ] をクリックして、表示されるダイアログ ボックスに必要な条件
を入力します。

HTTP リクエスト ヘッダー フィールド

リストからヘッダー フィールドのタイプを選択し、これに対するインス
ペクション条件を指定します。

次の値を超える長さ

このフィールドの長さの上限を指定するには、このチェック ボックスを
選択して、必要なバイト数を入力します。たとえば、cookie フィールドが 
256 バイトを超えるリクエストをブロックしたり、user-agent フィールド
が 128 バイトを超えるリクエストをブロックしたりできます。
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次の値を超えるカウント

ヘッダー内でこのフィールドが繰り返される回数の上限を指定するには、
このチェック ボックスを選択して、必要な数値を入力します。たとえば、
1 という値を入力すると、content-length ヘッダー行が複数含まれるリクエ
ストをブロックできます。この例は、セッションのスマグリングを阻止す
るための効果的な手段を示しています。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査対象の文字列と一致する既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、新規作成します。正規表現の作成の詳細については、「正規表現の
追加 / 編集」を参照してください。このダイアログ ボックスを閉じないで
既存のマップを確認するには、[ 既存のマップの選択 ] リストでマップを選
択して [ 表示 ] をクリックします。

一致フィールド

クラス マップが選択したフィールド タイプと一致しているかどうかを調
べる場合は、このチェック ボックスを選択します。

このダイアログ ボックスのその他のフィールド

選択した HTTP ヘッダー フィールドによっては、このダイアログ ボック
スにその他のフィールドが表示されることがあります。それらのフィール
ドでは、その他の基準を指定できます。たとえば、content-type フィール
ドを選択した場合は、リクエストとレスポンス間のコンテンツ タイプの
不一致、未知のコンテンツ タイプ、および特定のコンテンツ タイプに対
するプロトコル違反を検査できます。transfer-encoding フィールドを選択
した場合は、さまざまなタイプの圧縮およびエンコーディングを検査でき
ます。

HTTP リクエスト ボディ

HTTP リクエスト ボディの長さと文字列を検査できます。
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長さ 

リクエスト ボディの長さの上限を指定するには、このチェック ボックス
を選択して、[ より大きい（>）] を選択します。下限を指定するには [ より
小さい（<）] を選択します。

正規表現

文字列を検査するには、このチェック ボックスを選択します。検査対象
の文字列と照合する既存の正規表現クラス マップを選択するか、新規作
成します。正規表現の作成方法の詳細については、「正規表現の追加 / 編
集」を参照してください。このダイアログ ボックスを終了しないで既存
のマップを確認するには、[ 既存マップの選択 ] リストから必要なマップを
選択し、[ 表示 ] をクリックします。

HTTP リクエスト ヘッダーの引数

リクエストで送信された引数の長さ、および設定した正規表現と一致する
文字列を検査できます。

次の値を超える長さ

リクエスト ヘッダー引数の合計長の上限となるバイト数を指定するには、
このチェック ボックスを選択します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。
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HTTP メソッド

HTTP メソッドでは、HTTP リクエストの目的を指定します。検査対象の 
HTTP メソッドを [ メソッド リスト ] カラムから選択し、メソッドの隣の 
[ 選択 ] チェック ボックスを選択します。

リクエスト ポートの誤使用

IM、P2P、トンネリング、およびその他のアプリケーションでは、HTTP 
ポート #80 が使用される場合があります。検査対象のポートの誤使用タイ
プを選択します。あらゆるタイプのポートの誤使用、IM アプリケーショ
ンによるポートの誤使用、P2P アプリケーション ポートの誤使用、および
トンネリング アプリケーションによるポートの誤使用を検査できます。

リクエスト URI
クラス マップに含める Universal Resource Identifier（URI）条件を入力しま
す。

次の値を超える長さ

1 つのパケットにおける、URI の長さの上限を指定するには、このチェッ
ク ボックスを選択し、必要なバイト数を入力します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。

使用例

次のいずれかの正規表現と URI が一致するリクエストをブロックする 
HTTP クラス マップを設定します。

"*cmd.exe" 
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".*sex" 

".*gambling"

レスポンス ヘッダー

クラス マップに含める HTTP レスポンス ヘッダーの条件を入力します。

次の値を超える長さ

1 つのパケットにおける、グローバル レスポンス ヘッダー長の上限を指定
するには、このチェック ボックスを選択して、必要なバイト数を入力し
ます。

次の値を超えるカウント

1 つのパケットにおける、レスポンス ヘッダー フィールドの合計数の上限
を指定するには、このチェック ボックスを選択して、必要なフィールド
数を入力します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。

レスポンス ヘッダーのフィールド

リストからヘッダー フィールドのタイプを選択し、これに対するインス
ペクション条件を指定します。

次の値を超える長さ

1 つのパケットにおける、フィールドの長さの上限を指定するには、この
チェック ボックスを選択し、必要なバイト数を入力します。
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次の値を超えるカウント

1 つのパケットにおける、このタイプのフィールドの合計数の上限を指定
するには、このチェック ボックスを選択して、必要なフィールド数を入
力します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。

このダイアログ ボックスのその他のフィールド

選択した HTTP ヘッダー フィールドによっては、このダイアログ ボック
スにその他のフィールドが表示されることがあります。それらのフィール
ドでは、その他の基準を指定できます。たとえば、content-type フィール
ドを選択した場合は、リクエストとレスポンス間のコンテンツ タイプの
不一致、未知のコンテンツ タイプ、および特定のコンテンツ タイプのプ
ロトコル違反を検査できます。transfer-encoding フィールドを選択した場
合は、さまざまなタイプの圧縮およびエンコーディングを検査できます。

一致フィールド

クラス マップが選択したフィールド タイプと一致しているかどうかを調
べる場合は、このチェック ボックスを選択します。

HTTP レスポンス ボディ

検査する HTTP レスポンス ボディの条件を指定します。

HTTP レスポンスの Java アプレット

HTTP レスポンスの Java アプレットを検査する場合は、このチェック ボッ
クスを選択します。
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長さ

レスポンス ボディの長さの上限を指定するには、このチェック ボックス
を選択して、[ より大きい（>）] 演算子を選択します。下限を指定するには 
[ より小さい（<）] を選択します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。

HTTP レスポンスのステータス行

レスポンスのステータス行を検査するには、このチェック ボックスを選
択して、照合する正規表現を指定します。検査する文字列と一致させる既
存の正規表現クラス マップを選択するか、またはクラス マップを新たに
作成します。

使用例

禁止されたページへのアクセスが試行されるたびにアラームがログに記録
されるように、ルータを設定します。禁止されたページには通常、ステー
タス コード 403、および "HTTP/1.0 403 page forbidden\r\n" のようなステー
タス行が含まれます。

この場合の正規表現は次のようになります。

[Hh][Tt][Tt][Pp][/][0-9][.][0-9][ \t]+403

HTTP クラス マップが関連付けられるポリシー マップに、ロギングを指定
します。

正規表現の作成方法の詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照
してください。このダイアログ ボックスを終了しないで既存のマップを
確認するには、[ 既存マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、
[ 表示 ] をクリックします。
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リクエスト / レスポンス ヘッダーの条件

HTTP リクエスト / レスポンス ヘッダーに対するクラス マップ条件を入力
します。

次の値を超える長さ

1 つのパケットにおける、グローバル リクエスト / レスポンス ヘッダー長
の上限を指定するには、このチェック ボックスを選択して、必要なバイ
ト数を入力します。

次の値を超えるカウント

1 つのパケットにおける、リクエスト / レスポンス ヘッダー フィールドの
合計数の上限を指定するには、このチェック ボックスを選択して、必要
なフィールド数を入力します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。

HTTP リクエスト / レスポンス ヘッダー フィールド

クラス マップに含める HTTP リクエスト / レスポンスヘッダー フィールド
を選択します。

次の値を超える長さ

1 つのパケットにおける、フィールドの長さの上限を指定するには、この
チェック ボックスを選択し、必要なバイト数を入力します。
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次の値を超えるカウント

1 つのパケットにおける、このタイプのフィールドの合計数の上限を指定
するには、このチェック ボックスを選択して、必要なフィールド数を入
力します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。

このダイアログ ボックスのその他のフィールド

選択した HTTP ヘッダー フィールドによっては、このダイアログ ボック
スにその他のフィールドが表示されることがあります。それらのフィール
ドでは、その他の基準を指定できます。たとえば、content-type フィール
ドを選択した場合は、リクエストとレスポンス間のコンテンツ タイプの
不一致、未知のコンテンツ タイプ、および特定のコンテンツ タイプのプ
ロトコル違反を検査できます。transfer-encoding フィールドを選択した場
合は、さまざまなタイプの圧縮およびエンコーディングを検査できます。

一致フィールド

選択したフィールド タイプにクラス マップを一致させるには、この
チェック ボックスを選択します。

リクエスト / レスポンス ボディ

ルータでは、リクエスト / レスポンス ボディの長さ、およびリクエスト /
レスポンス ボディに含まれる特定のテキスト文字列を検査できます。
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長さ 

リクエスト / レスポンス ボディの長さの上限を指定するには、このチェッ
ク ボックスを選択して、[ より大きい（>）] 演算子を選択します。下限を指
定するには [ より小さい（<）] を選択します。

正規表現

照合する正規表現を指定する場合は、このチェック ボックスを選択しま
す。検査する文字列と一致させる既存の正規表現クラス マップを選択す
るか、またはクラス マップを新たに作成します。正規表現の作成方法の
詳細については、「正規表現の追加 / 編集」を参照してください。このダ
イアログ ボックスを終了しないで既存のマップを確認するには、[ 既存
マップの選択 ] リストから必要なマップを選択し、[ 表示 ] をクリックしま
す。

リクエスト / レスポンスのプロトコル違反

HTTP リクエスト / レスポンスのプロトコル違反を検査するには、[ プロト
コル違反 ] をクリックします。

IMAP クラス マップの追加 / 編集

Internet Message Access Protocol（IMAP）インスペクション用のクラス 
マップを作成すると、ユーザのクレデンシャルが危険にさらされないよう
に、ユーザにセキュアな認証メカニズムを使用させることができます。

[ クラス名 ] フィールドには、このクラス マップを識別する名前を入力しま
す。説明を入力することもできます。クラス マップの編集時には、名前
を変更することはできません。

セキュリティ保護されていないログインの IMAP トラフィックがルータで
検査されるようにするには、[ クリアテキストのログイン文字列 ] チェック 
ボックスを選択します。

無効なコマンドの IMAP トラフィックがルータで検査されるようにするに
は、[ 無効なプロトコル コマンド ] チェック ボックスを選択します。
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SMTP クラス マップの追加 / 編集

Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）クラス マップを使用すると、コンテ
ンツの長さを制限し、プロトコルへの準拠を徹底できます。

[ クラス名 ] フィールドには、このクラス マップを識別する名前を入力しま
す。また、表示されたフィールドに説明を入力することもできます。

[ セッションで許可されている 大データ転送 ] フィールドには、ルータで 
SMTP セッションに対して許可される 大バイト数を入力します。

SUNRPC クラス マップの追加 / 編集

SUN Remote Procedure Call（SUNRPC）クラス マップを使用すると、ルー
タでトラフィックを検査するプログラムの番号を指定できます。

[ クラス名 ] フィールドには、このクラス マップを識別する名前を入力しま
す。説明を入力することもできます。クラス マップの編集時には、名前
を変更することはできません。

プログラム番号を追加するには、[ 一致するプログラム番号 ] ボックスの 
[ 追加 ] をクリックします。

インスタント メッセージング クラス マップの追加 / 編集

インスタント メッセージング（IM）クラス マップを使用すると、検査す
るインスタント メッセージングのタイプを指定できるほか、すべての IM 
サービスに対するトラフィックを検査するか、またはテキスト チャット 
サービスのトラフィックだけを検査するかを指定できます。

[ クラス マップ タイプ ] フィールドでは、America Online を表す [aol]、
Microsoft Networks Messenger を表す [msnmsgr]、または Yahoo! Messenger 
を表す [ymsgr] を選択します。

[ 一致条件 ] ボックスでは、全サービスを検査する場合は [ すべてのサービ
ス ]、テキスト チャット トラフィックだけを検査する場合は [ テキスト 
チャット サービス ] をクリックします。
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ポイントツーポイント クラス マップの追加 / 編集

P2P クラス マップでは、P2P アプリケーション、および一致条件を指定し
ます。1 つのクラス マップでは、1 つのアプリケーションのみを指定でき
ます。

クラス名

クラス マップを新規作成するには、新規クラス名を入力します。フィー
ルドの右側のボタンをクリックすると、既存のクラス マップを選択して
編集できます。クラス マップの一致条件は編集できますが、クラス マッ
プ タイプを変更することはできません。

クラス マップ タイプ

次のタイプの P2P サービスに対し、P2P クラス マップを作成できます。

 • eDonkey

 • Fasttrack

 • Gnutella

 • Kazaa2

一致条件と値

[ 追加 ] をクリックして、トラフィック クラスで識別される接続タイプを指
定する一致条件を入力します。

ファイル転送接続は、トラフィック クラス Fasttrack、Gnutella、および 
kazaa2 によって識別されるように指定できます。eDonkey の場合は、ファ
イル転送接続、ファイル名要求（検索ファイル名）、およびテキスト 
チャットがこのトラフィック クラスで識別されるように指定できます。
一致条件の値には、任意の正規表現を指定できます。たとえば、すべての
ファイル転送接続が識別されるように指定するには、「*」を入力します。

P2P ルールの追加

トラフィック クラスで識別される接続タイプを指定する一致条件を入力
します。ファイル転送接続は、トラフィック クラス Fasttrack、Gnutella、
および kazaa2 によって識別されるように指定できます。eDonkey の場合
は、ファイル転送接続、ファイル名要求 (search-file-name)、およびテキス
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ト チャットがこのトラフィック クラスによって識別されるように指定で
きます。一致条件の値には、任意の正規表現を指定できます。たとえば、
すべてのファイル転送接続が識別されるように指定するには、「*」を入力
します。

POP3 クラス マップの追加 / 編集

Post Office Protocol version 3（POP3）インスペクション用のクラス マップ
を作成すると、ユーザのクレデンシャルが危険にさらされないように、
ユーザにセキュアな認証メカニズムを使用させることができます。

[ クラス名 ] フィールドには、このクラス マップを識別する名前を入力しま
す。説明を入力することもできます。クラス マップの編集時には、名前
を変更することはできません。

セキュリティ保護されていないログインの POP3 トラフィックがルータで
検査されるようにするには、[ クリアテキストのログイン文字列 ] チェック 
ボックスを選択します。

無効なコマンドの POP3 トラフィックがルータで検査されるようにするに
は、[ 無効なプロトコル コマンド ] チェック ボックスを選択します。

パラメータ マップ
パラメータ マップでは、DoS（サービス拒否対策）、セッション タイマー
と接続タイマー、およびログ記録などを設定する各パラメータに対し、
ゾーンポリシー ファイアウォールによるインスペクションの動作を指定
できます。また、パラメータ マップをレイヤ 7 クラス マップ、およびポ
リシー マップと合わせて適用すると、HTTP オブジェクト、POP3 と 
IMAP の認証要件、およびその他のアプリケーション固有情報などのアプ
リケーション固有動作を定義することもできます。

パラメータ マップ ウィンドウ

[ パラメータ マップ ] ウィンドウには、プロトコル情報、URL フィルタリ
ング、正規表現に設定されたパラメータ マップ、およびその他のタイプ
のパラメータ マップの一覧が表示されます。パラメータ マップがクラス 
マップに関連付けられている場合は、[ 使用元 ] カラムにクラス マップ名が
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表示されます。ウィンドウ下部には、選択したパラメータ マップの詳細
情報が表示されます。パラメータ マップは、追加、編集、および削除が
可能です。クラス マップで使用されているパラメータ マップを削除しよ
うとすると Cisco CP による警告が表示されます。

これらのウィンドウに表示されるパラメータ マップの詳細については、
次の該当リンクをクリックしてください。

 • インスペクション パラメータ マップと CBAC のタイムアウトおよび
しきい値

 • プロトコル情報のパラメータ マップの追加 / 編集

 • URL フィルタリングの全般設定

 • URL フィルタ サーバの追加 / 編集

 • ローカル URL リスト

 • 正規表現の追加 / 編集

プロトコル情報のパラメータ マップの追加 / 編集

必要に応じて、IM アプリケーションなどの特定タイプのアプリケーショ
ン用のサーバを指定し、それらのサーバがテキスト チャットなどの特定
のアクティビティで使用されるように制限することができます。

パラメータ マップ名

このパラメータ マップの用途を表す名前を入力します。たとえば、Yahoo! 
Instant Messenger のテキスト チャット サーバに対するサーバ リストを作
成する場合は、ymsgr-pmap といった名前を使用できます。

サーバの詳細

画面のこのエリアには、サーバ名、サーバの IP アドレス、または IP アド
レス範囲が一覧表示されます。

サーバ エントリの追加 / 編集

個々のサーバに対するホスト名または IP アドレス、またはサーバ グルー
プに割り当てられる IP アドレスの範囲を指定できます。
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ルータがネットワーク上の DNS サーバに接続して、サーバの IP アドレス
を解決できる環境であれば、[ 名前 ] フィールドにホスト名を入力します。
1 つのサーバに対する IP アドレスを入力する場合は、[ 単一 IP] フィールド
にアドレスを入力します。IP アドレス範囲を使用する複数のサーバが存在
する場合は、[IP 範囲 ] フィールドを使用します。左側のフィールドには
小 IP アドレスを入力し、右側のフィールドには 大 IP アドレスを入力し
ます。たとえば、103.24.5.67 ～ 99 という範囲を入力するには、左側の
フィールドに「103.24.5.67」、右側のフィールドに「103.24.5.99」とそれ
ぞれ入力します。

正規表現の追加 / 編集

正規表現では、リテラルに指定された文字列と完全に一致するテキスト文
字列、またはメタ文字を使用して指定された文字列と一部が一致するテキ
スト文字列を検出できます。正規表現を使用すると、特定のアプリケー
ション トラフィックの内容の中から一致するものを検出できます。たと
えば、HTTP パケット内の一致する本文テキストを検出できます。

作成した正規表現は、ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの各画面
の、正規表現が必要なすべての項目で使用できます。正規表現に使用する
メタ文字の一覧と、その使用方法については、「正規表現のメタ文字」を
参照してください。

名前

正規表現を識別する名前を入力します。正規表現を編集している場合、こ
のフィールドは読み取り専用です。

パターン リスト

1 つの正規表現には、複数のパターンを含めることができます。[ 追加 ] を
クリックすると、新規の正規表現パターンを入力するためのダイアログ 
ボックスが表示されます。作成したパターンは、このリストに自動的に追
加されます。別の正規表現内のパターンをコピーするには、[ パターンの
コピー ] をクリックし、正規表現名の隣のプラス記号（+）をクリックし
て、必要なパターンをクリックしてから [OK] をクリックします。

パターン リストの例を次に示します。

parameter-map type regex ref_regex

pattern "\.delfinproject\.com"
38-30
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 38 章     Cisco Common Classification Policy Language
パラメータ マップ 
pattern "\.looksmart\.com"

parameter-map type regex host_regex

pattern "secure\.keenvalue\.com"

pattern "\.looksmart\.com"

parameter-map type regex usragnt_regex

pattern "Peer Points Manager"

パターンの追加

このウィンドウに入力したパターンは、編集している正規表現パラメータ 
マップの末尾に追加されます。パラメータ マップ内の各パターンの順序
を変更するには、[ 正規表現の編集 ] ウィンドウを使用します。

パターン

正規表現に追加するパターンを入力します。

ガイド ボタン

[ ガイド ] ボタンをクリックすると、正規表現の作成に役立つ [ 正規表現の
作成 ] ダイアログ ボックスが表示されます。[ ガイド ] ボタンをクリックす
ると、[ パターン ] フィールドに入力したすべてのテキストが、[ 正規表現
の作成 ] ダイアログ ボックスの [ 正規表現 ] フィールドに表示されます。

正規表現の作成

[ 正規表現の作成 ] ダイアログ ボックスでは、文字およびメタ文字を使用し
て正規表現を作成できます。メタ文字を挿入したフィールドでは、フィー
ルド名のメタ文字がかっこで囲まれて表示されます。

スニペットの作成

このエリアでは、正規表現のテキスト スニペットを作成したり、[ 正規表
現 ] フィールドにメタ文字を挿入したりできます。

 • [ 行頭 (^) から開始 ] ― キャレット（^）メタ文字を使用して、スニペッ
トを行の先頭から開始するように指定します。このオプションを指定
したスニペットはすべて、正規表現の先頭に挿入する必要がありま
す。
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 • [ 文字列の指定 ] ― テキスト文字列を手動で入力します。

 – [ 文字列 ] ― テキスト文字列を入力します。

 – [ 特殊文字のエスケープ ] ― リテラルに使用するテキスト文字列内
にメタ文字を入力した場合は、このチェック ボックスを選択する
ことで、メタ文字の直前にエスケープ記号（\）が追加されます。
たとえば、「example.com」と入力した場合にこのオプションを選
択すると、「example\.com」と変換されます。

 – [ 大文字小文字を区別しない ] ― 大文字と小文字を区別せずに一致
させたい場合は、このチェック ボックスを選択すると、大文字と
小文字の両方に一致させるように、テキストが自動的に追加され
ます。たとえば「cats」は、「[cC][aA][tT][sS]」と変換されます。

文字列の指定

このエリアでは、正規表現に挿入するメタ文字を指定します。

 • [ 文字の否定 ] ― 特定した文字とは一致させないように指定します。

 • [ 任意の文字 (.)] ― 任意の文字と一致するピリオド（.）メタ文字を挿
入します。たとえば、「d.g」と指定すると、dog、dag、dtg などのほ
か、doghouse など、これらの文字を含むあらゆる単語と一致します。

 • [ 文字セット ] ― 文字セットを挿入します。テキストは、この文字セッ
ト内の任意の文字と一致します。使用できる文字セットは次のとおり
です。

[0-9A-Za-z]

[0-9]

[A-Z]

[a-z]

[aeiou]

[\n\f\r\t]（改行、フォーム フィード、リターン、またはタブと一致）

たとえば [0-9A-Za-z] と指定した場合、このスニペットは A ～ Z の任
意の文字（大文字または小文字）、または 0 ～ 9 の任意の数字と一致し
ます。

 • [ 特殊文字 ] ― \、?、*、+、|、.、[、(、^ など、エスケープの必要な文
字を挿入します。エスケープ文字は \ 記号であり、このオプションを
選択すると自動的に入力されます。
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 • [ 空白文字 ] ― 空白文字には \n（改行）、\f（フォーム フィード）、\r
（キャリッジ リターン）、および \t（タブ）があります。

 • [3 桁の 8 進数 ] ― ASCII 文字を 8 進数値（ 大 3 桁）とみなして一致
させます。たとえば、文字 \040 はスペースを表します。\ 記号が自動
的に入力されます。

 • [2 桁の 16 進数 ] ― ASCII 文字を 16 進数値（2 桁）とみなして一致させ
ます。\ 記号が自動的に入力されます。

 • [ 指定文字 ] ― 単一の任意の文字を入力します。

スニペットのプレビュー

表示のみ可能です。ここには、正規表現に入力されるスニペットが表示さ
れます。

 • [ スニペットの追加 ] ― スニペットを正規表現の末尾に追加します。

 • [ 代替としてスニペットを追加 ] ― スニペットを、正規表現の末尾にパ
イプ文字（|）で区切って追加します。これにより、パイプ文字の前後
のどちらの表現とも一致するようになります。たとえば dog|cat と入
力すると、dog または cat と一致します。

 • [カーソル位置にスニペットを挿入 ] ― スニペットをカーソル位置に挿
入します。

正規表現

この領域には、手動で入力可能な、スニペットによって構築された正規表
現テキストが表示されます。[ 正規表現 ] フィールドのテキストを選択し、
そのテキストに対して繰り返し回数を適用できます。

 • [ 選択回数 ] ― [ 正規表現 ] フィールドのテキストを選択し、次のいずれ
かのオプションをクリックして、[ 選択を適用 ] をクリックします。た
とえば、正規表現が "test me" の場合に "me" を選択し、[1 回以上 (+)] 
を選択すると、この正規表現は "test (me)+" に変わります。

 – [ ゼロ回以上 (?)] ― 直前の表現が 0 回または 1 回繰り返されること
を示します。たとえば、lo?se は、lse または lose と一致します。

 – [1 回以上 (+)] ― 直前の表現が 1 回以上繰り返されることを示しま
す。たとえば、lo+se は、lose や loose と一致しますが、lse とは一
致しません。
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 – [ 任意の回数 (*)] ― 直前の表現が任意の回数だけ（0 を含む）繰り
返されることを示します。たとえば、lo*se は、lse、lose、loose な
どと一致します。

 – [ 小限 ] ― 少なくとも指定の回数だけ繰り返されます。たとえば、
ab(xy){2,}z は、abxyxyz、abxyxyxyz などと一致します。

 – [ 完全一致 ] ― 指定された回数のとおりに繰り返されます。たとえ
ば、ab(xy){3}z は、abxyxyxyz と一致します。

 • [ 選択を適用 ] ― 選択した部分に繰り返し回数を適用します。

正規表現のメタ文字

次の表は、特別な意味を持つメタ文字の一覧を示します。

文字 説明 意味

. ドット 任意の 1 文字と一致します。たとえば、d.g は、
dog、dag、dtg などのほか、これらの文字を含むあ
らゆる単語（doggonnit など）とも一致します。

（exp） サブ表現 サブ表現を使用すると、特定の文字を周囲の文字
と分けて、別のメタ文字を使用できるようになり
ます。たとえば、d(o|a)g は、dog および dag と一致
しますが、do|ag は do および ag と一致します。ま
た、サブ表現を繰り返し回数と共に使用すると、
反復する文字を区別できます。たとえば、
ab(xy){3}z は、abxyxyxyz と一致します。

| 論理和 区切られた表現のうち、いずれかと一致します。
たとえば dog|cat と入力すると、dog または cat と一
致します。

? 疑問符 直前の表現が 0 回または 1 回繰り返されることを示
します。たとえば、lo?se は、lse または lose と一致
します。

注 疑問符は Ctrl + V の後に入力しないと、ヘ
ルプ機能が起動します。

* アスタリスク 直前の表現が任意の回数だけ（0 を含む）繰り返さ
れることを示します。たとえば、lo*se は、lse、
lose、loose などと一致します。
38-34
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 38 章     Cisco Common Classification Policy Language
パラメータ マップ 
+ プラス 直前の表現が 1 回以上繰り返されることを示しま
す。たとえば、lo+se は、lose や loose と一致します
が、lse とは一致しません。

{x} 繰り返し回数 指定された回数のとおりに繰り返されます。たと
えば、ab(xy){3}z は、abxyxyxyz と一致します。

{x,} 小繰り返し回数 少なくとも指定の回数だけ繰り返されます。たと
えば、ab(xy){2,}z は、abxyxyz、abxyxyxyz などと
一致します。

[abc] 文字クラス 角カッコ内の任意の文字と一致します。たとえば、
[abc] は、a、b、または c と一致します。

[^abc] 文字クラスの否定 角カッコ内に含まれない 1 文字と一致します。たと
えば、[^abc] では、a、b、または c 以外の任意の 1 
文字と一致します。[^A-Z] では、大文字以外の任
意の 1 文字と一致します。

[a-c] 文字範囲クラス 範囲内の任意の文字と一致します。[a-z] は任意の
小文字と一致します。文字と範囲を組み合わせて
指定することもできます。[abcq-z] は a、b、c、q、
r、s、t、u、v、w、x、y、z と一致しますが、これ
は [a-cq-z] と同じ結果となります。

ダッシュ記号（-）は、[abc-] または [-abc] のよう
に、ブラケット内で 後または先頭の文字である
場合にだけ、リテラルとみなされます。

"" 引用符 文字列内の末尾または先頭のスペースを維持しま
す。たとえば " test" と指定すると、一致文字列の
検索時に先頭スペースが維持されます。

^ キャレット 行の先頭を指定します。

\ エスケープ文字 メタ文字に使用すると、リテラル文字と一致しま
す。たとえば \[ は、左向きの角カッコと一致しま
す。

char 文字 メタ文字以外の文字は、リテラル文字と一致しま
す。

\r キャリッジ リターン キャリッジ リターン 0x0d と一致します。

\n 改行 改行 0x0a と一致します。

文字 説明 意味
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\t タブ タブ 0x09 と一致します。

\f フォーム フィード フォーム フィード 0x0c と一致します。

\xNN エスケープした 16 進数値 ASCII 文字を 16 進数値（2 桁）とみなして一致さ
せます。

\NNN エスケープした 8 進数値 ASCII 文字を 8 進数値（3 桁）とみなして一致させ
ます。たとえば、文字 040 はスペースを表します。

文字 説明 意味
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URL フィルタリング

URL フィルタリングでは、URL リストの情報に基づいて、インタネット
上の特定の Web サイトへのアクセスを許可または拒否することにより、
その Web サイトへのアクセスを制御できます。ルータ上でローカル URL 
リストを管理することも、Websense または Secure Computing URL フィル
タ リスト サーバ上の URL リストを使用することもできます。URL フィル
タリングは、URL フィルタリングを有効にするアプリケーション セキュ
リティ ポリシーを設定することによって有効になります。

ルータにアプリケーション セキュリティ ポリシーが設定されていなくて
も、URL フィルタリングを有効にするポリシーが作成された場合に URL 
フィルタリングに使用できる、ローカル URL リストと URL フィルタ サー
バ リストを管理できます。

この章の内容は、次のとおりです。

 • URL フィルタリング ウィンドウ

 • ローカル URL リスト

 • URL フィルタ サーバ

URL フィルタリングの詳細については、次のリンクを参照してください。

ファイアウォール Websense URL フィルタリング

URL フィルタリング ポリシーの使用方法については、「URL フィルタリン
グの優先順位」を参照してください。
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URL フィルタリング ウィンドウ
URL フィルタリング ウィンドウ
このウィンドウには、ルータの URL フィルタリングのグローバル設定が
表示されます。ローカル URL リストと URL フィルタ サーバ リストは、
[ 追加タスク ] 画面または [ アプリケーション セキュリティ] ウィンドウで
管理できます。URL フィルタリングのグローバル設定は、[ 追加タスク ] 
ウィンドウにおいてのみ管理できます。設定値を変更するには、[ グロー
バル設定の編集 ] ボタンを使用してください。

このウィンドウに表示される各設定の説明については、「グローバル設定
の編集」を参照してください。

Cisco CP で提供される URL フィルタリング機能の説明については、「URL 
フィルタリング」の概略情報を参照してください。

グローバル設定の編集

このウィンドウでは、URL フィルタリングのグローバル設定を編集しま
す。

注 ルータのロギングを有効にして、URL フィルタ アラート、監査追跡メッ
セージ、および URL フィルタ サーバに関連するシステム メッセージが報
告されるようにする必要があります。

許可モード

このボックスを選択すると、ルータがサーバ リスト内のいずれの URL 
フィルタ サーバとも接続できない場合に許可モードになります。ルータ
が許可モードになっていると、ルータが URL フィルタ サーバ リスト内の
いずれのサーバとも接続できない場合に、すべての HTPP リクエストの通
過が許可されます。デフォルトでは、許可モードは無効に設定されていま
す。
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URL フィルタリング ウィンドウ  
URL フィルタ アラート

このボックスを選択すると、ルータによる URL フィルタリング アラート 
メッセージのログが有効になります。URL フィルタリング アラート メッ
セージでは、URL フィルタ サーバが停止した、HTTP リクエストの中に検
索要求には長すぎる URL が含まれている、などのイベントが報告されま
す。このオプションはデフォルトで無効になっています。

監査証跡

このボックスを選択すると、ルータによる監査追跡のログが有効になりま
す。ルータでは、HTTP リクエストの許可 / 拒否を示す URL 要求ステータ
ス メッセージやその他の監査追跡メッセージが記録されます。このオプ
ションはデフォルトで無効になっています。

URL フィルタ サーバ ログ

このボックスを選択すると、ルータによる URL フィルタ サーバ関連のシ
ステム メッセージのログが有効になります。このオプションはデフォル
トで無効になっています。

キャッシュ サイズ

直近に要求された IP アドレスと、ぞれぞれに対応する許可ステータスを
保存するキャッシュの 大サイズを設定できます。このキャッシュのデ
フォルト サイズは、5,000 バイトです。0 ～ 2,147,483,647 バイトを指定で
きます。キャッシュは、12 時間ごとにクリアされます。

バッファリングされる HTTP 要求の 大数

ルータにバッファされる未処理の HTTP リクエストの 大数を設定できま
す。デフォルトでは、 大 1,000 のリクエストがルータにバッファされま
す。1 ～ 2,147,483,647 のリクエストを指定できます。

バッファリングされる HTTP 応答の 大数

ルータにバッファされる、URL フィルタ サーバからの HTTP レスポンス
の数を設定できます。この数値に到達すると、ルータではそれ以上のレス
ポンスが破棄されます。デフォルト値は 200 です。0 ～ 20000 の値を設定
できます。
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URL フィルタリング ウィンドウ
URL フィルタリングの全般設定

URL フィルタ名の指定、URL フィルタで一致が検出されたときに実行さ
れるルータの処理の指定、ログおよびキャッシュ サイズのパラメータの
設定を行います。URL フィルタリングのパラメータ マップをすべての
ルータ インターフェイスに適用するわけではない場合は、送信元イン
ターフェイスを指定することもできます。

URL フィルタ名

URL フィルタの設定方法や使用方法を示す名前を入力します。たとえば、
Fast Ethernet 1 の送信元インターフェイスを指定する場合は、「fa1-parmap」
という名前を入力できます。また、URL フィルタで IP アドレス 
192.128.54.23 の Websense URL フィルタ サーバが使用される場合は、

「websense23-parmap」という名前を入力できます。

許可モード

このボックスを選択すると、ルータがサーバ リスト内のいずれの URL 
フィルタ サーバとも接続できない場合に許可モードになります。ルータ
が許可モードになっていると、ルータが URL フィルタ サーバ リスト内の
いずれのサーバとも接続できない場合に、すべての HTPP リクエストの通
過が許可されます。デフォルトでは、許可モードは無効に設定されていま
す。

URL フィルタ アラート

このボックスを選択すると、ルータによる URL フィルタリング アラート 
メッセージのログが有効になります。URL フィルタリング アラート メッ
セージでは、URL フィルタ サーバが停止した、HTTP リクエストの中に検
索要求には長すぎる URL が含まれている、などのイベントが報告されま
す。このオプションはデフォルトで無効になっています。

監査証跡

このボックスを選択すると、ルータによる監査追跡のログが有効になりま
す。ルータでは、HTTP リクエストの許可 / 拒否を示す URL 要求ステータ
ス メッセージやその他の監査追跡メッセージが記録されます。このオプ
ションはデフォルトで無効になっています。
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URL フィルタリング ウィンドウ  
URL フィルタ サーバ ログ

このボックスを選択すると、ルータによる URL フィルタ サーバ関連のシ
ステム メッセージのログが有効になります。このオプションはデフォル
トで無効になっています。

キャッシュ サイズ

直近に要求された IP アドレスと、ぞれぞれに対応する許可ステータスを
保存するキャッシュの 大サイズを設定できます。このキャッシュのデ
フォルト サイズは、5,000 バイトです。0 ～ 2,147,483,647 バイトを指定で
きます。キャッシュは、12 時間ごとにクリアされます。

バッファリングされる HTTP 要求の 大数

ルータにバッファされる未処理の HTTP リクエストの 大数を設定できま
す。デフォルトでは、 大 1,000 のリクエストがルータにバッファされま
す。1 ～ 2,147,483,647 のリクエストを指定できます。

バッファリングされる HTTP 応答の 大数

ルータにバッファされる、URL フィルタ サーバからの HTTP レスポンス
の数を設定できます。この数値に到達すると、ルータではそれ以上のレス
ポンスが破棄されます。デフォルト値は 200 です。0 ～ 20000 の値を設定
できます。

詳細

[ 詳細 ] ボックスでは、送信元インターフェイスを選択できます。[ 送信元
インターフェイス ] リストからインターフェイスを選択します。

ローカル URL リスト 

ルータ上の Cisco IOS イメージで、URL フィルタリングがサポートされ、
ゾーンベースのポリシー ファイアウォール（ZPF）はサポートされない場
合、ルータ上では 1 つのローカル URL リストを管理できます。このリス
トは、URL フィルタリングを有効にするすべてのアプリケーション セ
キュリティ ポリシーにより使用されます。12.4(9)T 以降の Cisco IOS イ
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URL フィルタリング ウィンドウ
メージは、Cisco CP でサポートされるすべての ZPF 機能に対応していま
す。ZPF 設定では、URL フィルタリングのパラメータ マップごとにロー
カル URL リストを作成できます。

Cisco CP を使用してリスト エントリを作成することも、PC に保存された
リストからエントリをインポートすることもできます。ローカル URL リ
ストと URL フィルタ サーバとを組み合せて使用する場合は、ローカルの
エントリが 初に使用されます。詳細については、「URL フィルタリング
の優先順位」を参照してください。

ローカル URL リストの管理

Cisco CP を使用してローカル URL リストを管理するときには、エントリ
を 1 つずつ追加 / 削除することも、PC から URL リストをインポートして
から Cisco CP による各エントリの処理方法を指定することもできます。
ルータ上のリストの特定エントリを管理するには、[ 追加 ] ボタン、および 
[ 削除 ] ボタンを使用します。PC から URL リストをインポートするには、
[URL リストのインポート ] をクリックします。

注 ローカル リストからエントリを削除する場合、ルータが URL フィルタ 
サーバを使用するように設定されていると、ローカル リストから削除す
るエントリと一致するエントリが、それらのサーバ上にも存在する可能性
があります。

ルータ上の全エントリを削除するには、[ すべて削除 ] ボタンを使用しま
す。ローカル リストがルータ上に設定されていない場合には、設定され
た URL フィルタ サーバがルータで使用されます。削除する URL リストを
後で取得したい場合には、すべてのエントリを削除する前に [URL リスト
のエクスポート ] ボタンを使用して、URL リストを PC に保存します。
URL リストを PC に保存すると、リストには拡張子 .CSV が付加されます。

PC からの URL リストのインポート

URL リストを PC からルータにインポートするには、[URL リストのイン
ポート ] ボタンを使用します。拡張子 .txt または .CSV の URL リストを選
択する必要があります。PC でリストを選択すると、リストの各エントリ
に対する処理を指定できるダイアログが Cisco CP に表示されます。詳細に
ついては、「URL リストのインポート」を参照してください。
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URL フィルタリング ウィンドウ  
ローカル URL の追加または編集

このウィンドウでは、ルータのローカル URL リストの URL エントリを追
加または編集できます。フル ドメイン名または部分ドメイン名を入力し、
この URL に対する要求を許可するか、拒否するかを選択します。

フル ドメイン名（www.somedomain.com など）を入力した場合、このドメ
イン名を含むすべての要求（www.somedomain.com/news や 
www.somedomain.com/index など）が、このダイアログで選択した設定に
基づいて許可または拒否されます。これらの要求は、ルータで使用するよ
う設定されている URL フィルタ サーバには送信されません。

部分ドメイン名（.somedomain.com など）を入力した場合、この文字列で
終了するすべての要求（www.somedomain.com/products や 
wwwin/somedomain.com/eng など）が、このダイアログで選択した設定に
基づいて許可または拒否されます。これらの要求は、ルータで使用するよ
う設定されている URL フィルタ サーバには送信されません。

URL リストのインポート

このダイアログ ボックスでは、PC からルータにインポートする URL リス
トを確認して、各エントリに対する処理を指定することができます。この
ダイアログにある URL エントリがまだルータ上にない場合には、[ 追加 ] 
をクリックしてルータのリストに追加できます。URL エントリがすでに
ルータ上に存在し、このダイアログにあるエントリで置き換える場合に
は、[ 置換 ] をクリックします。

デフォルトでは、[ インポート ] カラムのすべてのボックスが選択されてい
ます。ルータに送信しないエントリがある場合は、それらエントリの横の
ボックスの選択を解除します。すべてのボックスの選択を解除する場合に
は、[ すべての選択を解除 ] をクリックします。[ すべて選択 ] をクリックす
ると、すべてのボックスが選択されます。

[ 追加 ] をクリックすると、選択した URL エントリがまだ URL リストにな
ければ、リストに追加されます。すでに URL リストにあるエントリを追
加しようとした場合は、エントリのドメインに指定されたアクションがリ
ストにすでに存在するアクションと異なっていても、エントリが追加され
ません。

ルータ上の URL リストにすでに存在するエントリに対して異なるアク
ションを指定するには、[ 置換 ] ボタンを使用します。選択したエントリが
ルータ上のリストにない場合には、[ 置換 ] を使用しても何も行われませ
ん。
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URL フィルタリング ウィンドウ
URL フィルタ サーバ 

ルータからは HTTP リクエストを URL フィルタ サーバに送信できます。
サーバでは、ルータで保存できるよりもはるかに多くの URL リストを保
存できます。ルータが URL フィルタ サーバ リストを使用するように設定
されている場合、ルータは、ローカル リストのエントリに一致しない要
求を、接続している URL フィルタ サーバに送信し、サーバから受信した
応答に基づいて要求を許可または拒否します。ルータが接続しているサー
バが停止した場合、ルータは、接続が確立されるまでリスト内のサーバに
順にアクセスします。

URL フィルタ サーバのリストは、ローカル URL リストと共に使用できま
す。ルータによるこれら両方のリソースの使用方法については、「URL 
フィルタリングの優先順位」を参照してください。

[ 追加 ] をクリックし、[Secure Computing] または [Websense] を選択して、
追加するサーバのタイプを指定します。

注 Cisco IOS ソフトウェアで使用できるのは 1 つのタイプの URL フィルタ 
サーバのみであり、異なるタイプのサーバをリストに追加することはでき
ません。たとえば、Websense サーバを含む URL フィルタ サーバ リストが
ルータに設定されている場合に、Secure Computing サーバをリストに追加
しようとすると、エラー メッセージが通知されます。URL フィルタ サー
バ リストに現在、1 タイプのサーバが含まれており、これを別のタイプに
変更する場合には、リストのすべてのサーバ エントリを削除してから、
新しいタイプのエントリを追加しなければなりません。

このウィンドウにはリストの各 URL フィルタ サーバの設定が表示されま
す。各設定値の説明については、「URL フィルタ サーバの追加 / 編集」を
参照してください。

URL フィルタ サーバの追加 / 編集  

Websense または Secure Computing URL フィルタ サーバの情報を指定しま
す。
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URL フィルタリング ウィンドウ  
IP アドレス / ホスト名

サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力する
場合、ルータは、ホスト名を IP アドレスに解決できるように、DNS サー
バに接続していなければなりません。

方向

URL フィルタ サーバが内部ネットワークの一部である場合は、[ 内部 ] を
選択します。これは通常、ルータ LAN インターフェイスが接続するネッ
トワークの 1 つです。ルータが外部ネットワークにある場合には、[ 外部 ] 
を選択します。これは通常、ルータ WAN インターフェイスが接続する
ネットワークの 1 つです。デフォルト値は [ 内部 ] です。

ポート番号

追加する URL フィルタ サーバのタイプのデフォルト ポート番号が自動的
に設定されます。Websense サーバを追加する場合、デフォルト値は 15868 
です。Secure Computing サーバを追加する場合、デフォルト値は 4005 で
す。番号がデフォルト値と異なる場合は、サーバがリッスンするポートの
番号に変更します。このフィールドには 1 ～ 65535 の値を指定できます。

再送信カウント

オプション フィールド。サーバからの応答がない場合にルータで要求の
再送信が試行される回数を入力します。デフォルト値は 2 回です。この
フィールドには 1 ～ 10 の値を指定できます。

再送信のタイムアウト

オプション フィールド。ルータが要求を再送信する前にサーバからの応
答を待つ時間（秒単位）を入力します。デフォルト値は 5 秒です。
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URL フィルタリング ウィンドウ
URL フィルタリングの優先順位

[設定 ] > [セキュリティ] > [ファイアウォールと ACL] > [アプリケーション 
セキュリティ] > [URL フィルタリング ] と進み、[URL フィルタリングの有
効化 ] をクリックして、URL フィルタリングを有効にする必要がありま
す。これを実行できるのは、ルータにアプリケーション セキュリティ ポ
リシーが設定されている場合だけです。

URL フィルタリングが有効になっていると、ルータで、次のように HTTP 
リクエストの処理方法が決定されます。

 • HTTP リクエストの URL が、ルータ上のローカル URL リストのエン
トリに一致した場合は、そのエントリに基づいてリクエストが許可ま
たは拒否されます。

 • HTTP リクエストの URL が、ローカル URL リストのエントリに一致
しない場合は、接続している URL フィルタ サーバにそのリクエスト
が送信されます。そのサーバから返される情報に基づいて、リクエス
トが許可または拒否されます。

 • 許可モードが無効になっていて、ルータが URL フィルタ サーバとの
接続を確立できない場合、リクエストは拒否されます。デフォルトで
は、許可モードは無効に設定されています。

 • 許可モードが有効で、ルータが URL フィルタ サーバとの接続を確立
できない場合、リクエストは許可されます。許可モードは、[ グローバ
ル設定の編集 ] ダイアログで有効にします。

ルータ上に設定できるのは、URL リスト 1 つおよび URL フィルタ サーバ 
リスト 1 つだけです。設定されているすべてのアプリケーション セキュリ
ティ ポリシーでは、同じ URL リストと URL フィルタ サーバ リストが使
用されます。これらのリストは、[ アプリケーション セキュリティ ] ウィン
ドウか、[ 追加タスク ] > [URL フィルタリング ] から管理できます。すべて
のアプリケーション セキュリティ ポリシーが削除された場合でも、URL 
リストと URL フィルタ サーバ リストは [追加タスク ] ウィンドウで管理で
きます。ただし、アプリケーション セキュリティ ポリシーで URL フィル
タリングが有効になっていないと、ルータで URL フィルタリングが実行
されません。
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コンフィギュレーション管理

Cisco CP では、ルータのコンフィギュレーション ファイルを編集したり、
ルータの設定をデフォルト設定にリセットしたりできます。コンフィギュ
レーション ファイルを直接編集したり、ルータをデフォルト設定にリ
セットしたりすると、PC とルータ間の接続が切断されることがあるため、
Cisco CP のこのエリアにあるすべての画面のオンライン ヘルプを必ず参照
してください。

コンフィギュレーション ファイルの手動編集
Cisco CP には、ルータのコンフィギュレーション ファイルを編集できるコ
ンフィギュレーション エディタが用意されています。このコンフィギュ
レーション エディタでは、コンフィギュレーション ファイルをインポー
トしたり、Cisco IOS の CLI コマンドを直接入力したりできます。

Cisco CP では、 もよく使われる Cisco IOS コマンドおよびキーワードが
サポートされていますが、すべての CLI コマンドがサポートされているわ
けではありません。Cisco IOS CLI の使用経験があり、入力する設定コマ
ンドがルータやルータが配置されているネットワークの動作に与える影響
を十分に理解していれば、Cisco CP のダイアログを使用するよりもコン
フィギュレーション エディタを使用するほうが時間がかからない場合が
あります。Cisco CP でサポートされていない設定を追加する場合は、コン
フィギュレーション エディタを使用するか、ルータとの Telnet セッション
を開いて Cisco IOS の CLI を使用する必要があります。

コンフィギュレーション エディタを使用すると、Cisco CP による検証が省
略されます。Cisco CP は、IOS エラー メッセージを返しますが、変更され
た設定を実行コンフィギュレーションと比較して、発生する可能性がある
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コンフィギュレーション エディタ
競合を通知することはできません。たとえば、Cisco CP のダイアログで、
すでにファイアウォールが設定されているルータの VPN 設定を入力する
場合、Cisco CP によって、ファイアウォールが調べられ、VPN トラ
フィックを通過させるために追加する必要がある許可のステートメントが
特定および作成されます。一方、コンフィギュレーション エディタを使
用する場合は、既存の設定を調べて、発生する可能性がある競合を特定
し、それらの競合を解決するために必要な変更を行ってから、ルータの動
作を監視して、意図したとおりにトラフィックが処理されるかどうかを確
認しなければなりません。

不要な場合でも、Cisco CP で現在の実行コンフィギュレーションがバック
アップされるように指定することを強くお勧めします。Cisco CP でこの
バックアップが実行されるときには、毎回同じファイル名が使用され、以
前のバックアップ ファイルは上書きされます。

コンフィギュレーション エディタ
コンフィギュレーション エディタでは、実行コンフィギュレーションを
表示できます。また、特定のコマンドを編集したり、ファイル全体を PC 
からインポートしたもので置き換えたりして、実行コンフィギュレーショ
ンを変更することもできます。実行コンフィギュレーションを表示しなが
ら変更することも、ルータに送信する設定をウィンドウ全体に表示するこ
ともできます。

実行コンフィギュレーション

デフォルトでは、このボックスにはルータの実行コンフィギュレーション
が表示されます。ウィンドウの右上隅にある [ 非表示 ] をクリックすると、
このボックスを非表示にできます。このボックスを再度表示するには、
[ 表示 ] をクリックします。

コンフィギュレーションの編集

このボックスでは編集を行います。デフォルトでは、このボックスは空で
す。ルータの実行コンフィギュレーションを入力するには、[ インポート ] 
> [ 実行コンフィギュレーション ] の順にクリックします。PC 上のコンフィ
ギュレーション ファイルを入力するには、[ インポート ] > [PC のコンフィ
ギュレーション ] の順にクリックします。このボックスのサイズを大きく
するには、[ 実行コンフィギュレーション ] ボックスを非表示にします。
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デフォルトにリセット
実行コンフィギュレーションとのマージ

[コンフィギュレーションの編集 ] ボックスで変更した設定をルータの実行
コンフィギュレーションとマージする場合は、[ 実行コンフィギュレー
ションとのマージ ] をクリックします。変更した設定は、ルータに送信さ
れ、ルータで受け取られるとすぐに有効になります。

実行コンフィギュレーションの置換

実行コンフィギュレーションを [コンフィギュレーションの編集] ボックス
の内容で置き換える場合は、[ 実行コンフィギュレーションの置換 ] をク
リックします。ルータからインポートして編集した設定や、PC からイン
ポートした設定を [コンフィギュレーションの編集] ボックスに入力した場
合以外は、このボタンは使用しないでください。

復元

コンフィギュレーション エディタを使用する前に実行コンフィギュレー
ションを保存した場合は、このボタンをクリックすると、その設定をルー
タに復元できます。復元された設定はルータのスタートアップ コンフィ
ギュレーションにコピーされ、ルータがリロードされます。ルータの設定
のバックアップ コピーがない場合は、設定を復元できないことを知らせ
るメッセージが Cisco CP に表示されます。

デフォルトにリセット
ルータの設定をデフォルトにリセットし、現在の設定はファイルに保存し
ておいて後で使用することができます。ルータの LAN IP アドレスを出荷
時の値 10.10.10.1 から変更した場合は、ルータと PC 間の接続が切断され
ます。これは、リセットしたときに IP アドレスが元の 10.10.10.1 に変更さ
れるからです。

注 • [ デフォルトにリセット ] の機能は、Cisco 7000 シリーズのルータでは
サポートされていません。

 • [ デフォルトにリセット ] の機能は、PC にインストールされている 
Cisco CP のコピーを実行している場合はサポートされません。
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デフォルトにリセット
ルータをリセットする前に、10.10.10.0 サブネットのスタティック IP アド
レスを PC に割り当ててリセット後にルータを再接続できるようにする方
法を理解しておいてください。出荷時の設定には、ルータ上の DHCP サー
バ設定は含まれていないので、ルータによって PC に IP アドレスが割り当
てられることはありません。また、出荷時の設定では、HTTP または 
HTTPS を使用したルータへのアクセスが制限されており、LAN インター
フェイスと、そのインターフェイスに定義されている内部サブネットから
のみアクセスできるようになっています。ルータにアクセスした後、ルー
タのデフォルトの IP アドレスを変更して、リモート アクセスを許可する
ように設定できます。

リセット後に PC にダイナミックまたはスタティック IP アドレスを指定する方法

リセット後に Cisco CP を使用する場合は、使用するルータのタイプに応じ
て、PC にスタティックまたはダイナミック IP アドレスを指定する必要が
あります。PC に指定するアドレスのタイプについては、次の表を参照し
てください。

ダイナミック アドレスが必要な
ルータ

スタティック アドレスが必要な
ルータ

Cisco 815、86x、および 88x 
Cisco 180x および 181x

Cisco 1841、1861 
Cisco 28xx、および 38xx

PC にスタティックまたはダイナミック IP アドレスを指定する手順は、PC 
で実行されている Microsoft Windows のバージョンによって多少異なりま
す。

注 ルータをリセットするまで PC を再設定しないでください。

Microsoft Windows 2000
[ コントロール パネル ] から [ ネットワークとダイヤルアップ接続 ]、[ ロー
カルエリア接続 ] の順に選択します。[ 接続の方法 ] フィールドでイーサ
ネット アダプタを選択します。[ インターネット プロトコル ] を選択し、
[ プロパティ ] をクリックします。[IP アドレスを自動的に取得する ] をク
リックして、ダイナミック IP アドレスを取得します。スタティック IP ア
ドレスの場合は、[IP アドレスの指定 ] をクリックします。IP アドレスとし
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デフォルトにリセット
て、10.10.10.2 か、10.10.10.0 サブネット上の 10.10.10.1 よりも大きい他の
アドレスを入力します。サブネットとして 255.255.255.248 を入力します。
[OK] をクリックします。

Microsoft Windows XP
[ スタート ] をクリックして [ 設定 ]、[ ネットワーク接続 ] の順に選択し、使
用する LAN 接続を選択します。[ プロパティ ] をクリックし、[ インター
ネット プロトコル（TCP/IP）] を選択して、[ プロパティ ] ボタンをクリッ
クします。[IP アドレスを自動的に取得する ] をクリックして、ダイナミッ
ク IP アドレスを取得します。スタティック IP アドレスの場合は、[IP アド
レスの指定 ] をクリックします。IP アドレスとして、10.10.10.2 か、
10.10.10.0 サブネット上の 10.10.10.1 よりも大きい他のアドレスを入力し
ます。サブネットとして 255.255.255.248 を入力します。[OK] をクリック
します。

ルータをデフォルトにリセットするには

手順 1 画面の [ 手順 1] の [ 実行コンフィギュレーションを PC に保存 ] を選択した
状態で、コンフィギュレーション ファイルの名前を指定します。デフォ
ルトのパスと名前が Cisco CP に表示されます。特に変更する必要のない場
合は、そのまま使用できます。

手順 2 リセット後にルータとの接続を確立できるように、画面の [ 手順 2] の [ 再
接続の方法について ] ボックスの内容を確認します。必要に応じて「リ
セット後に PC にダイナミックまたはスタティック IP アドレスを指定する
方法」を参照してください。

手順 3 [ ルータのリセット ] をクリックします。

手順 4 [ はい ] をクリックしてリセットを確認します。

手順 5 [ 手順 2] の [ 再接続の方法について ] ボックスの手順に従って再接続しま
す。

ルータをデフォルト設定にリセットすると、ルータの内部インターフェイ
スの IP アドレスが 10.10.10.1 に戻ります。このため、次回ブラウザから
ルータにログオンするときは、ブラウザのアドレス フィールドに IP アド
レス 10.10.10.1 を入力します。
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この機能はサポートされていません
この機能はサポートされていません
このウィンドウは、Cisco CP の機能がサポートされていないときに表示さ
れます。この機能をサポートしていない Cisco IOS のイメージがルータで
実行されているか、Cisco CP が PC で実行されており、この機能がサポー
トされていない可能性があります。
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詳細情報

ここでは、Cisco CP オンライン ヘルプで説明している項目に関する詳細情
報を示します。

IP アドレスとサブネット マスク
このトピックでは、IP アドレスとサブネット マスクの背景情報を説明し、
Cisco CP にアドレスとマスクを入力するときにこの情報を適用する方法に
ついて説明します。

IP（バージョン 4）アドレスは 32 ビット長、つまり 4 バイト長です。この
アドレス「空間」は、次を指定するために使用します。

 • ネットワーク番号

 • オプションのサブネットワーク番号

 • ホスト番号

注 Cisco CP では、IP バージョン 6 はサポートされていません。

Cisco CP では、IP アドレスをドット（.）で区切った 10 進表記で入力する
必要があります。この表記方式では、アドレスをわかりやすく扱いやすい
ものにするため、32 ビットを 4 つのオクテットに分け、これらをピリオド
つまり「ドット」で区切られた 10 進数にして、172.16.122.204 のように表
現します。10 進表記のアドレス 172.16.122.204 は、次の図が示す 2 進表記
の IP アドレスを表しています。
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IP アドレスとサブネット マスク
サブネット マスクは、32 ビットのうち、ネットワーク番号に使用する
ビットの数を指定します。さらに、サブネット化を採用している場合は、
ネットワーク番号とサブネット番号に使用するビットの数を指定します。
これはバイナリ マスクです。ネットワーク番号とサブネット番号を表す
ために使用する桁（ビット）のすべてに 1 を設定します。IP アドレスと同
様にこのマスクも 32 ビット値であり、10 進表記で表されます。次の図は、
Cisco CP に入力したサブネット マスクを示しています。サブネット マス
クと、そのマスクに設定されているビットの数が Cisco CP に表示されてい
ます。

Cisco CP に入力されたこれらの値は、次の図に示すバイナリ マスクを表し
ています。

このサブネット マスクは、ネットワーク番号とサブネット番号が IP アド
レスの 初の 24 ビットによって表されること、および、指定されたネッ
トワークとサブネットの内部のホスト番号が 後の 8 ビットによって表さ
れることを示しています。サブネット マスクは、ここに示したような
ドット（.）で区切った 10 進表記で [ サブネット マスク ] フィールドに入力
します。または、ビット フィールドで適切なビット数を選択します。一
方のフィールドで値を入力または選択すると、Cisco CP によってもう一方
のフィールドの値が自動調整されます。

ネットワークとサブネットを指定する部分に、バイナリのゼロ（0）が発
生するような 10 進表記マスクを入力すると、警告ウィンドウが表示され
ます。次の [ サブネット マスク ] フィールドには、2 進表記するとネット
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IP アドレスとサブネット マスク  
ワーク / サブネット番号部分にゼロが含まれる 10 進表記マスクが入力さ
れています。右側のビット数フィールドは空になっています。これは、
[サブネット マスク] フィールドに無効な値が入力されたことを示していま
す。

ネットワーク アドレスが Cisco CP ウィンドウに表示されるときには、次
の例のように、IP アドレスとそのアドレスのサブネット マスクが「ネッ
トワーク アドレス / サブネット ビット数」形式で表示されることがあり
ます。

172.28.33.0/24

この例では、ネットワーク アドレスは 172.28.33.0 です。24 という数値
は、使用されているサブネット ビットの数を示します。これは、
255.255.255.0 というサブネット マスクの簡略表記と考えることができま
す。

パブリックなインターネットで使用されるアドレスは、使用時にそれぞれ
が完全に一意になる必要があります。プライベート ネットワークでは、
アドレスはプライベート ネットワークまたはサブネットワーク内でだけ
一意であれば問題ありません。

また、アドレスは、NAT、PAT などの手法を使用して変換できます。ま
た、DHCP を使用して一時的に割り当てることもできます。NAT、PAT、
および DHCP の設定は、Cisco CP を使用して行うことができます。

ホストやネットワークを指定するフィールド

このトピックでは、ネットワーク アドレス、ホスト アドレス、またはホ
スト名を指定できるウィンドウでホスト情報またはネットワーク情報を指
定する方法について説明します。

ネットワークまたはホストを指定します。
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使用可能なインターフェイス設定
タイプ

次のタイプがあります。

 • [ ネットワーク ] ― このタイプを選択する場合は、[IP アドレス ] フィー
ルドにネットワーク アドレスを入力します。ワイルドカード マスクを
使用すると、1 つのネットワーク番号を入力するだけで複数のサブ
ネットを指定できます。

 • [ ホスト名または IP アドレス ] ― このタイプを選択する場合は、次の
フィールドにホスト IP アドレスまたはホスト名を入力します。

 • [ 任意の IP アドレス ] ― 指定したアクションが、すべてのホストとネッ
トワークに適用されます。

IP アドレス / ワイルドカード マスク

ネットワーク アドレスを入力した後、ワイルドカード マスクを入力する
と、ネットワーク アドレスの完全一致部分を指定できます。

たとえば、ネットワーク アドレスとして「10.25.29.0」を、ワイルドカー
ド マスクとして「0.0.0.255」を入力すると、送信元アドレスが 10.25.29 で
始まる Java アプレットにフィルタがかけられます。ワイルドカード マス
クが 0.0.255.255 の場合、送信元アドレスが 10.25 で始まる Java アプレッ
トにフィルタがかけられます。

ホスト名 /IP
このフィールドは、タイプとして [ ホスト名または IP アドレス ] を選択し
た場合に表示されます。ホスト名を入力する場合は、ホスト名を IP アド
レスに解決できる DNS サーバがネットワーク上にあることを確認してく
ださい。

使用可能なインターフェイス設定
次の表は、使用可能な設定をインターフェイス タイプ別に示しています。

選択したタイプ 追加可能な項目

イーサネット インターフェイス  • PPPoE 接続

 • トンネル インターフェイス

 • ループバック インターフェイス
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DHCP アドレス プール  
DHCP アドレス プール
DHCP サーバによって割り当てられる IP アドレスは、範囲内の開始 IP ア
ドレスと終了 IP アドレスを指定することによって設定した共通プール内
のアドレスです。

指定するアドレス範囲は、次のプライベート アドレスの範囲内である必
要があります。

次のいずれか

 • PPPoE 接続を使用するイーサネット 

 • ADSL 設定または G.SHDSL 設定に関連付けられ
ているダイヤラ インターフェイス

 • PPP 設定または HDLC 設定に関連付けられてい
るシリアル インターフェイス

 • フレーム リレー設定に関連付けられているシリ
アル サブインターフェイス

 • サポートされていない WAN インターフェイス

 • トンネル インターフェイス

 • ループバック インターフェイス

カプセル化を行わない ATM インターフェイス  • ADSL インターフェイス

 • G.SHDSL インターフェイス

 • 上記のいずれかのためのトンネ
ルまたはループバック

シリアル インターフェイス  • フレーム リレー接続

 • PPP 接続

 • トンネル インターフェイス

 • ループバック インターフェイス

ATM サブインターフェイス

イーサネット サブインターフェイス

ATM インターフェイスに関連付けられていないダ
イヤラ インターフェイス

ループバック

トンネル

 • トンネル インターフェイス

 • ループバック インターフェイス
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キーワード「許可」と「拒否」の意味
 • 10.1.1.1 ～ 10.255.255.255

 • 172.16.1.1 ～ 172.31.255.255

また、指定するアドレス範囲は、LAN インターフェイスの IP アドレスと
同じサブネットに属している必要があります。この範囲によって表すこと
ができるアドレスの数は、 大 254 個です。次の例では、有効な範囲を示
します。

 • 10.1.1.1 ～ 10.1.1.254（LAN IP アドレスが 10.1.1.0 のサブネットに属し
ている場合）

 • 172.16.1.1 ～ 172.16.1.254（LAN IP アドレスが 172.16.1.0 のサブネット
に属している場合）

Cisco CP からルータを設定すると、LAN インターフェイスの IP アドレス
はプールから自動的に除外されます。

予約済みアドレス

次のアドレスは、指定するアドレス範囲に含めることができません。

 • ネットワークまたはサブネットワークの IP アドレス。

 • ネットワークのブロードキャスト アドレス。

キーワード「許可」と「拒否」の意味
ルール エントリは、アクセス ルール、NAT ルール、IPSec ルール、および
ルート マップに関連付けられたアクセス ルールで使用されます。「許可」
と「拒否」の意味は、これらのキーワードを使用するルールのタイプに
よって異なります。

ルール タイプ 「許可」の意味 「拒否」の意味

アクセス ルール ルールが適用されたインターフェ
イスでのインバウンドまたはアウ
トバウンド トラフィックのうち、
条件に一致するものを許可する。

条件に一致するトラフィックを廃棄
する。

NAT ルール 条件に一致する IP アドレスを、指
定された内部ローカル アドレスま
たは外部ローカル アドレスに変換
する。

アドレスを変換しない。
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サービスとポート
サービスとポート
このトピックでは、ルールに指定できるサービスと、それに対応するポー
ト番号を示します。また、各サービスについて簡単に説明します。

このトピックは、次のセクションに分かれています。

 • TCP サービス

 • UDP サービス

 • ICMP メッセージ タイプ

 • IP サービス

 • インスペクション ルール内に指定できるサービス

TCP サービス

IPSec ルール 
（拡張ルールのみ）

アドレスが条件に一致するトラ
フィックを暗号化する。

トラフィックを暗号化しない。暗号
化なしで送信することを許可する。

ルート マップで
使用されるアクセ
ス ルール

条件に一致するアドレスを NAT 変
換から保護する。

条件に一致するアドレスは NAT 変換
から保護しない。

TCP サービス ポート番号 説明

bgp 179 Border Gateway Protocol （BGP）。BGP プロトコルを使用
している他のシステムとの間で到達可能性情報を交換す
る。

chargen 19 Character Generator。
cmd 514 リモート コマンド。exec とほぼ同じ。ただし cmd は自動

認証に対応している。

daytime 13 Daytime。
discard 9 Discard。
domain 53 ドメイン ネーム サービス。ネットワーク ノード名をアド

レスに変換するためにインターネット上で使用されてい
るシステム。
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サービスとポート
echo 7 エコー要求。ping コマンドが発行されたときに送信され
るメッセージ。

exec 512 リモート プロセスの実行。

finger 79 Finger。特定のインターネット サイトに対するアカウン
トがあるかどうかを確認するアプリケーション。

ftp 21 ファイル転送プロトコル。ネットワーク ノード間での
ファイル転送に使用されるアプリケーション層プロトコ
ル。

ftp-data 20 FTP データ接続。

gopher 70 Gopher。分散型文書配信システム。

hostname 101 NIC ホスト名サーバ。

ident 113 Ident プロトコル。

irc 194 Internet Relay Chat。ユーザ間でリアルタイムにテキスト 
メッセージ交換が行えるようにする、全世界にまたがる
プロトコル。

klogin 543 Kerberos ログイン。Kerberos は、ネットワーク ユーザの
認証に利用されている、開発中の標準である。

kshell 544 Kerberos シェル。

login 513 ログイン。

lpd 515 Line Printer Daemon。UNIX システム間で印刷ジョブの送
信に使用されるプロトコル。

nntp 119 ネットワーク ニュース転送プロトコル。

pim-auto-rp 496 プロトコル独立マルチキャスト（PIM）の Auto-RP。PIM 
は、既存 IP ネットワークへのマルチキャスト IP ルーティ
ングの追加を可能にするマルチキャスト ルーティング 
アーキテクチャである。

pop2 109 Post Office Protocol v2。メール サーバからメールを取得す
るときにクライアントの電子メール アプリケーションで
使用されるプロトコル。

pop3 110 Post Office Protocol v3。
smtp 25 簡易メール転送プロトコル。電子メール サービスを提供

するインターネット プロトコル。

TCP サービス ポート番号 説明
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サービスとポート
UDP サービス

sunrpc 111 SUN リモート プロシージャ コール。「rpc」を参照してく
ださい。

syslog 514 システム ログ。

UDP サービス ポート番号 説明

biff 512 メール システムが新しいメールの着信をユーザに通知するとき
に使用される。

bootpc 69 Bootstrap Protocol（BOOTP）クライアント。

bootps 67 Bootstrap Protocol（BOOTP）サーバ。

discard 9 Discard。
dnsix 195 DNSIX セキュリティ プロトコル関連の監査。

domain 53 ドメイン ネーム サービス（DNS）。
echo 7 「echo」を参照してください。

isakmp 500 Internet Security Association and Key Management Protocol。
mobile-ip 434 Mobile IP 関連の登録処理。

nameserver 42 IEN116 ネーム サービス（廃止）。

netbios-dgm 138 NetBios データグラム サービス。Network Basic Input Output 
System。アプリケーションが下位のネットワーク プロセスに
サービスを要求するときに使用する API。

netbios-ns 137 NetBIOS ネーム サービス。

netbios-ss 139 NetBIOS セッション サービス。

ntp 123 ネットワーク タイム プロトコル。インターネット上の電波時計
または原子時計を参照してローカルの時刻情報を正確に保つ 
TCP プロトコル。

pim-auto-rp 496 プロトコル独立マルチキャスト（Reverse Path Flooding、稠密
モード）。

rip 520 ルーティング インフォメーション プロトコル。ルータ間でルー
ト情報の交換に使用されるプロトコル。

TCP サービス ポート番号 説明
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サービスとポート
ICMP メッセージ タイプ

snmp 161 簡易ネットワーク管理プロトコル。ネットワーク デバイスの監
視と制御に使用されるプロトコル。

snmptrap 162 SNMP トラップ。リモート管理対象のシステムでイベントが発
生したことを知らせる、システム管理用の通知。

sunrpc 111 SUN リモート プロシージャ コール。クライアントによって作
成または指定され、サーバ上で実行されるプロシージャ コー
ル。その結果はネットワーク経由でクライアントに返される。

syslog 514 システム ログ サービス。

tacacs 49 Terminal Access Controller Access Control System。リモート アク
セス認証サービスと関連サービス（ロギングなど）を提供する
認証プロトコル。

talk 517 Talk。テレタイプ端末間通信用に考案されたプロトコル。ただ
し、現在このポートは TCP 接続を確立できるランデブー ポー
トである。

tftp 69 Trivial File Transfer Protocol。FTP を簡素化したもの。このプロ
トコルを使用するとネットワーク ノード間でファイルを転送で
きる。

time 37 Time。
who 513 ローカル ネット上のマシンにログインしたユーザとマシンの平

均負荷を示すデータベースへのポート。

xdmcp 177 X-Display Manager Client Protocol。X ディスプレイ（クライアン
ト）と X ディスプレイ マネージャの間の通信に使用されるプロ
トコル。

non500-isakmp 4500 Internet Security Association and Key Management Protocol。この
キーワードは、NAT トラバーサル ポート フローティングが必
要な場合に使用する。

ICMP メッセージ ポート番号 説明

alternate-address 6 代替ホスト アドレス。

conversion-error 31 データグラム変換エラーの報告のために送信される。

UDP サービス ポート番号 説明
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サービスとポート
echo 8 ping コマンドが発行されたときに送信されるメッセージ
のタイプ。

echo-reply 0 エコー要求（ping）メッセージへの応答。

information-reply 16 廃止。ホストが所属ネットワークの番号を検出するため
に送信したメッセージへの応答。現在は DHCP が利用さ
れている。

information-request 15 廃止。ホストが所属ネットワークの番号を検出するため
に送信したメッセージ。現在は DHCP が利用されている。

mask-reply 18 ホストが所属ネットワークのネットワーク マスクを検出
するために送信したメッセージへの応答。

mask-request 17 廃止。ホストが所属ネットワークのネットワーク マスク
を検出するために送信したメッセージ。

mobile-redirect 32 モバイル ホストのリダイレクト。宛先へのパスの 初の
ホップ ノードとしてより適しているノードをモバイル ホ
ストに通知するために送信される。

parameter-problem 12 ヘッダーに問題があるパケットへの応答として生成され
たメッセージ。

redirect 5 宛先へのパスの 初のホップ ノードとしてより適してい
るノードをホストに通知するために送信される。

router-advertisement 9 定期的に送信されるか、ルータ送信要求に応じて送信さ
れる。

router-solicitation 10 ルータに対し、ルータ アドバタイズ メッセージを速やか
に生成するように促すために送信されるメッセージ。

source-quench 4 パケットをネクスト ホップへ転送するためのパケット 
キューイングに使用できるバッファ スペースが十分にな
い場合に送信される。または、宛先ルータでのパケット
到着のペースがパケット処理のペースを上回っている場
合に宛先ルータによって送信される。

time-exceeded 11 受信パケットの TTL フィールドの値がゼロになったこと
を通知するために送信される。

timestamp-reply 14 2 つのデバイスの同期に利用されるタイムスタンプを送信
するように求める要求への応答。

ICMP メッセージ ポート番号 説明
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サービスとポート
IP サービス

timestamp-request 13 2 つのデバイスの同期に利用されるタイムスタンプを送信
するように求める要求。

traceroute 30 traceroute 要求を発行したホストへの応答として送信され
るメッセージ。

unreachable 3 宛先到達不可。輻輳以外の理由が原因でパケットを送達
できない。

IP サービス ポート番号 説明

aahp 51

eigrp 88 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol。Cisco が開発した 
IGRP の拡張版。

esp 50 拡張サービス プロセッサ。

icmp 1 インターネット制御メッセージ プロトコル。エラーを報告し、
IP パケット処理に関するその他の情報を提供するネットワーク
層プロトコル。

igmp 2 Internet Group Management Protocol。IP ホストがそのホスト自体
のマルチキャスト グループのメンバ情報を隣接マルチキャスト 
ルータに通知するときに使用される。

ip 0 インターネット プロトコル。コネクションレス型インターネッ
トワーク サービスを提供するネットワーク層プロトコル。

ipinip 4 IP-in-IP カプセル化。

nos 94 ネットワーク オペレーティング システム。分散型ファイル シ
ステム プロトコル。

ospf 89 Open Shortest Path First。リンクステート型階層ルーティングの
アルゴリズム。

pcp 108 ペイロード圧縮プロトコル。

pim 103 プロトコル独立マルチキャスト（PIM）。PIM は、既存 IP ネッ
トワークへのマルチキャスト IP ルーティングの追加を可能にす
るマルチキャスト ルーティング アーキテクチャである。

ICMP メッセージ ポート番号 説明
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サービスとポート
インスペクション ルール内に指定できるサービス

tcp 6 転送制御プロトコル。信頼性のある全二重データ転送を提供す
る接続指向のトランスポート層プロトコル。

udp 17 ユーザ データグラム プロトコル。TCP/IP プロトコル スタック
のトランスポート層のコネクションレス型プロトコル。

プロトコル 説明

cuseeme ビデオ会議用のプロトコル。

fragment フラグメント インスペクションを実行することを示す。

ftp 「ftp」を参照してください。

h323 「H.323」を参照してください。

http 「HTTP」を参照してください。

icmp 「icmp」を参照してください。

netshow NetShow。ストリーミング ビデオ用のプロトコル。

rcmd リモート コマンド。ローカル システムからリモート シス
テムに対してコマンドが実行されるときに使用されるプ
ロトコル。

realaudio RealAudio。ストリーミング オーディオ用のプロトコル。

rpc リモート プロシージャ コール。クライアントによって作
成または指定され、サーバ上で実行されるプロシージャ 
コール。その結果はネットワーク経由でクライアントに
返される。

rtsp Real-Time Streaming Protocol。リアルタイム配信データの
配信制御に使用されるアプリケーション レベル プロトコ
ル。

sip Session Initiation Protocol。SIP は、テレフォニー サービス
とデータ サービスの統合に使用されているテレフォニー 
プロトコルである。

skinny テレフォニー クライアントを H.323 準拠にすることがで
きるテレフォニー プロトコル。

IP サービス ポート番号 説明
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NAT に関する詳細情報
NAT に関する詳細情報
このセクションでは、NAT 変換ルールを指定するウィンドウに入力すると
きに役立つ情報をシナリオにまとめて紹介します。また、その他に、CLI 
を使用して作成した NAT ルールを Cisco CP で編集できない場合の原因も
説明します。

スタティック アドレス変換のシナリオ

以下のシナリオでは、スタティック アドレス変換ルールの使用方法を説
明します。

シナリオ 1

1 つのホストの IP アドレスをパブリック アドレスにマッピングする必要
があるとします。そのホストのアドレスは 10.12.12.3 です。パブリック ア
ドレスは 172.17.4.8 です。

次の表は、[ アドレス変換ルールの追加 ] ウィンドウのフィールドの使用方
法について示しています。

smtp 「smtp」を参照してください。

sqlnet ネットワーク対応データベース用のプロトコル。

streamworks StreamWorks プロトコル。ストリーミング ビデオ用のプ
ロトコル。

tcp 「tcp」を参照してください。

tftp 「tftp」を参照してください。

udp 「udp」を参照してください。

vdolive VDOLive プロトコル。ストリーミング ビデオ用のプロト
コル。

プロトコル 説明
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NAT に関する詳細情報 
スタティック /
ダイナミック

変換元インターフェイスのフィールド 変換先インターフェイスのフィールド

IP アドレス ネット マスク IP アドレス リダイレクト ポート

スタティック 10.12.12.3 空白のままにする 172.17.4.8 選択解除された状態の
ままにする

結果

ルータから送出されるパケットでは、元のアドレス 10.12.12.3 がアドレス 
172.17.4.8 に変換されます。このネットワークに他の NAT ルールがない場
合、このネットワークでは 10.12.12.3 が唯一の変換対象アドレスになりま
す。

シナリオ 2

ネットワーク内の各 IP アドレスをそれぞれ一意のパブリック IP アドレス
にマッピングする必要があり、各マッピングごとにルールを作成しなくて
も済むようにしたいと考えているとします。変換前のネットワーク番号は 
10.l2.12.0、変換後のネットワーク番号は 172.17.4.0 です。ただし、このシ
ナリオでは、変換前と変換後のネットワーク番号を意識する必要はありま
せん。ホスト アドレスとネットワーク マスクを入力するだけで済みます。

次の表は、[ アドレス変換ルールの追加 ] ウィンドウのフィールドの使用方
法について示しています。

スタティック /
ダイナミック

変換元インターフェイスのフィールド 変換先インターフェイスのフィールド

IP アドレス ネット マスク IP アドレス リダイレクト ポート

スタティック 10.12.12.35
（ホスト）

255.255.255.0 172.17.4.8
（ホスト）

選択解除された状態
のままにする

結果

NAT により、ホスト IP アドレスとサブネット マスクから「変換元」の
ネットワーク アドレスが導き出されます。また、「変換元」用のフィール
ドに入力されたネット マスクと「変換先」の IP アドレスに基づいて、「変
換先」のネットワーク アドレスも導き出されます。送信元ネットワーク
から送出されたパケットに含まれる元の IP アドレスは、172.17.4.0 のネッ
トワークに属するアドレスに変換されます。
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NAT に関する詳細情報
シナリオ 3

内部ネットワークの複数のホストに同一のグローバル IP アドレスを使用
する必要があるとします。インバウンド トラフィックに含まれるポート
番号は宛先ホストに応じて異なります。

次の表は、[ アドレス変換ルールの追加 ] ウィンドウのフィールドの使用方
法について示しています。

スタティック /
ダイナミック

変換元インターフェイスのフィールド 変換先インターフェイスのフィールド

IP アドレス ネット マスク IP アドレス リダイレクト ポート

スタティック 10.12.12.3 空白のままにする 172.17.4.8 UDP

[ 元のポート ] : 137

[変換後のポート ] : 139

結果

ルータから送出されるパケットでは、元のアドレス 10.12.12.3 がアドレス 
172.17.4.8 に変換されます。[ リダイレクト ポート ] フィールドのポート番
号は、137 から 139 に変更されます。宛先アドレスが 172.17.4.8 のリター
ン トラフィックについては、IP アドレスが 10.12.12.3 のホストのポート番
号 137 にルート指定されます。

作成するホスト / ポート マッピングごとに別個のエントリを作成する必要
があります。「変換先」IP アドレスについてはすべてのエントリで同一の
アドレスを使用できますが、「変換元」IP アドレスについてはエントリご
とに異なるアドレスを入力する必要があり、ポート番号の組み合わせにつ
いてもエントリごとに異なっていなければなりません。

シナリオ 4

元のアドレス（「変換元」IP アドレス）を、ルータの Fast Ethernet 0/1 イン
ターフェイスに割り当てられている IP アドレス 172.17.4.8 に変換します。
また、内部ネットワークの複数のホストに同一のグローバル IP アドレス
を使用する必要があるとします。インバウンド トラフィックに含まれる
ポート番号は宛先ホストに応じて異なります。次の表は、[ アドレス変換
ルールの追加 ] ウィンドウのフィールドの使用方法について示しています。
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NAT に関する詳細情報 
スタティック /
ダイナミック

変換元インターフェイスのフィールド 変換先インターフェイスのフィールド

IP アドレス ネット マスク IP アドレス リダイレクト ポート

スタティック 10.12.12.3 空白のままにする FastEthernet 0/1 UDP

[ 元のポート ] : 137

[変換後のポート] : 139

結果

ルータから送出されるパケットでは、元のアドレス 10.12.12.3 がアドレス 
172.17.4.8 に変換されます。[ リダイレクト ポート ] フィールドのポート番
号は、137 から 139 に変更されます。宛先アドレスが 172.17.4.8 でポート
番号が 139 のリターン トラフィックについては、IP アドレスが 10.12.12.3 
のホストのポート番号 137 にルート指定されます。

ダイナミック アドレス変換のシナリオ

以下のシナリオでは、ダイナミック アドレス変換ルールの使用方法を説
明します。各シナリオは、[ 内部から外部へ ] または [ 外部から内部へ ] を選
択している場合に使用できます。

シナリオ 1

元のアドレス（「変換元」IP アドレス）を、ルータの Fast Ethernet 0/1 イン
ターフェイスに割り当てられている IP アドレス 172.17.4.8 に変換します。
各ホストに関連付けられているトラフィックを識別するために、ポート 
アドレス 変換（PAT）が使用されます。「変換元」アドレスを定義するた
めに使用する ACL ルールは、次のように設定します。

access-list 7 deny host 10.10.10.1
access-list 7 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

NAT ルール内でこのアクセス ルールを使用すると、10.10.10.0 のネット
ワークに属するホストは、アドレスが 10.10.10.1 のホストを除き、いずれ
もアドレス変換が適用されます。

次の表は、[ アドレス変換ルールの追加 ] ウィンドウのフィールドの使用方
法について示しています。
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NAT に関する詳細情報
スタティック /
ダイナミック

変換元インター
フェイスの
フィールド 変換先インターフェイスのフィールド

ACL ルール タイプ インターフェイス アドレス プール

ダイナミック 7 インターフェイス FastEthernet0/1 無効

結果

10.10.10.0 のネットワーク上にあるどのホストからのトラフィックも、元
の IP アドレスが 172.17.4.8 に変換されます。各ホストに関連付けられてい
るトラフィックを識別するために、PAT が使用されます。

シナリオ 2

上記のシナリオの access-list 7 に指定されているホスト アドレスを、定義
済みのプールに含まれているアドレスに変換します。プール内のアドレス
が足りなくなった場合、それ以降にプール内のアドレスが必要になったと
きには、PAT を使用して対応するものとします。

次の表は、このシナリオの [ アドレス プール ] ウィンドウのフィールドの
使用方法を示しています。

プール名
ポート アドレス
変換 IP アドレスのフィールド ネットワーク マスク

Pool 1 選択する 172.16.131.2 172.16.131.10 255.255.255.0

次の表は、このシナリオでの [ アドレス変換ルールの追加 ] ウィンドウの
フィールドの使用方法について示しています。

スタティック /
ダイナミック

変換元インター
フェイスの
フィールド 変換先インターフェイスのフィールド

ACL ルール タイプ インターフェイス アドレス プール

ダイナミック 7 アドレス 
プール

無効 Pool 1
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NAT に関する詳細情報 
結果

ネットワークのホスト IP アドレス 10.10.10.0 は、172.16.131.2 から 
172.16.131.10 の範囲の IP アドレスに変換されます。アドレス変換要求の
数が、Pool 1 で使用可能なアドレスの数よりも多い場合、これ以降の要求
を満たすために同じアドレスが使用されますが、このアドレスを使用して
いるホストを区別するためには PAT が使用されます。

Cisco CP で NAT ルールを編集できない原因

以前に設定した NAT ルールが読み取り専用になり、設定の変更ができな
くなるのは、次の手段を使用してスタティック NAT ルールを設定してい
る場合です。

 • Cisco IOS コマンド inside source static および destination

 • 「extendable」、「no-alias」、「no-payload」のいずれかのキーワードが指
定された inside source static network コマンド

 • 「extendable」、「no-alias」、「no-payload」のいずれかのキーワードが指
定された outside source static network コマンド

 • 「no-alias」、「no-payload」のいずれかのキーワードが指定された inside 
source static tcp コマンド

 • 「no-alias」、「no-payload」のいずれかのキーワードが指定された inside 
source static udp コマンド

 • 「no-alias」、「no-payload」のいずれかのキーワードが指定された 
outside source static tcp コマンド

 • 「no-alias」、「no-payload」のいずれかのキーワードが指定された 
outside source static udp コマンド

 • 「no-alias」、「no-payload」、「extendable」、「redundancy」、「route-map」、
「vrf」のいずれかのキーワードが指定された inside source static コマン
ド

 • 「no-alias」、「no-payload」、「extendable」、「add-route」のいずれかの
キーワードが指定された outside source static コマンド

 • キーワード「esp」が指定された inside source static コマンド

 • interface コマンドが指定された inside source static コマンド

ダイナミック NAT ルールの設定にループバック インターフェイスが使用
されている場合。
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VPN に関する詳細情報
VPN に関する詳細情報
以下のトピックでは、VPN、DMVPN、IPSec、IKE に関する詳細情報を示
します。

Cisco.com のリソース

次のリンクは、VPN の問題に関連する TAC リソースやその他の情報への
リンクです。

 • 仮想プライベート ネットワークの動作

 • ダイナミック マルチポイント IPSec VPN

 • IP Security のトラブルシューティング - debug コマンドの理解と使用

 • Field Notice（英語）

VPN 接続と IPSec ポリシーに関する詳細情報

VPN 接続はルータ インターフェイスと IPSec ポリシーを関連付けたもの
です。IPSec ポリシーの基本要素は暗号マップです。暗号マップには、暗
号化を制御するトランスフォーム セットとその他のパラメータ、1 つ以上
のピアの識別情報、および暗号化対象のトラフィックを特定する IPSec 
ルールが指定されています。1 つの IPSec ポリシーに複数の暗号マップを
含めることができます。

次の図は、IPSec ポリシーに関連付けられたインターフェイス（ATM 
3/1.1）を示しています。このポリシーには 3 つの暗号マップがあり、各
マップにはそれぞれ異なるピア システムが指定されています。したがっ
て、ATM 3/1.1 インターフェイスは 3 つの VPN 接続に関連付けられていま
す。
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暗号マップでは、1 つの接続に対して複数のピアを指定できます。これに
より、冗長性を実現することができます。次の図では、インターフェイス
とポリシーは前の図と同じですが、暗号マップについては Crypto Map 3 に
指定されているピアが Topeka と Lawrence の 2 つになっています。

88
43

4

ATM3/1.1

 1

 5

 2

 3

1 つのルータ インターフェイスを関連付けできる IPSec ポリシーは 1 つの
みです。ただし、1 つの IPSec ポリシーを複数のルータ インターフェイス
に関連付けることはできます。また、暗号マップでは 1 つの接続に対して
複数のピアを指定することができます。次の図では、2 つのルータ イン
ターフェイスが 1 つのポリシーに関連付けられており、1 つの暗号マップ
に 2 つのピアが指定されています。
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88
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この設定では、Dialer 3 と Serial 1/1 の両方が Seattle、Chicago、Topeka、
および Lawrence に接続しており、6 つの VPN 接続が存在します。Cisco 
CP では、どちらのインターフェイスに対しても Topeka と Laurence へのリ
ンクが 1 つの接続として表示されます。

IKE に関する詳細情報

IKE で処理されるタスクには次のものがあります。

 • 認証

 • セッション ネゴシエーション

 • キー交換

 • IPSec トンネルのネゴシエーションと設定

認証

認証は、IKE で処理されるタスクの中でおそらく も重要なタスクです。
また、これは疑いなく も複雑なタスクです。何かについて交渉する場合
に も重要なことは、交渉相手を知っていることです。IKE では、複数の
方法から 1 つを使用して、交渉（ネゴシエーション）の当事者間の相互認
証が行われます。

 • 事前共有キー。IKE パケットの送信元が間違いなく共有キーの保有者
であることを、ハッシュ法を利用して確認します。
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 • DSS デジタル署名または RSA デジタル署名。デジタル署名を使用す
るパブリック キー暗号化方式を利用して、各当事者の身元証明を確認
します。

 • RSA 暗号化。2 つの方法のうちの一方を使用してネゴシエーションを
十分に暗号化し、正しい秘密キーを持つ当事者のみがネゴシエーショ
ンを継続できるようにします。

注 Cisco CP では、事前共有キーによる認証がサポートされています。

セッション ネゴシエーション

セッション ネゴシエーションの際には、認証の実行方法や、以後のネゴ
シエーション（IPSec トンネルのネゴシエーション）を保護する方法が、
当事者間でネゴシエートされます。次の項目がネゴシエートされます。

 • 認証方法。上記の認証方法のいずれかです。

 • キー交換アルゴリズム。公開のメディアを介して暗号キーを安全に交
換できるようにするための数学的な技術です（Diffie-Hellman が使用
されます）。交換されたキーは、暗号化アルゴリズムやパケット署名
アルゴリズムで使用されます。

 – 暗号化アルゴリズム：DES、3DES、または AES

 – パケット署名アルゴリズム：MD5 または SHA-1

キー交換

以後のトランザクションのセキュリティ保護のため、ネゴシエート済みの
キー交換方式（このトピックの「セッション ネゴシエーション」を参照）
を使用して、十分なビット長を持つ暗号キー材料が作成されます。これに
より、各 IKE セッションを新しい安全なキー セットで保護できるように
なります。

認証、セッション ネゴシエーション、およびキー交換は IKE ネゴシエー
ションのフェーズ 1 で行われます。

IPSec トンネルのネゴシエーションと設定

安全に情報を交換できる方法についてのネゴシエーション（フェーズ 1）
が完了すると、IPSec トンネルのネゴシエーションが IKE を使用して行わ
れます。これは IKE フェーズ 2 として行われます。この交換プロセスで
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VPN に関する詳細情報
は、IPSec トンネルで使用されるキー材料が新しく作成されます。この
キー材料は、IKE フェーズ 1 のキーを元にして作成されるか、新しいキー
交換を行って作成されます。トンネルで使用される暗号化アルゴリズムと
認証アルゴリズムもネゴシエートされます。

IKE ポリシーに関する詳細情報

IKE ネゴシエーションが開始されると、2 つのピアに同一の IKE ポリシー
があるかどうかが検査されます。ネゴシエーションの開始側のピアは、自
己のポリシーをすべてリモート ピアに送信します。リモート ピアは、そ
れらに一致するポリシーを検索します。リモート ピアは、自己の も優
先順位が高いポリシーと相手ピアから受信したポリシーを比較して、一致
するかどうかを調べます。一致するものが見つかるまで、優先順位の高い
ものから順に自己のポリシーを 1 つずつ確認します。

暗号化関連、ハッシュ関連、認証関連、および Diffie-Hellman 関連のパラ
メータ値がこれらの 2 つのピアのポリシーで同じになっており、リモート 
ピアのポリシーに指定されているライフタイムが比較対象のポリシーのラ
イフタイム以下である場合に、一致と見なされます。ライフタイムが異な
る場合、リモート ピアのポリシーに指定されている短い方のライフタイ
ムが使用されます。

許容されるトランスフォームの組み合わせ

トランスフォーム セットを定義するには、1 ～ 3 個のトランスフォームを
指定します。各トランスフォームは、IPSec セキュリティ プロトコル

（AH または ESP）と、使用するアルゴリズムを示します。IPSec セキュリ
ティ アソシエーションのネゴシエーションに特定のトランスフォーム 
セットを使用する場合、そのトランスフォーム セット全体（プロトコル、
アルゴリズム、およびその他の設定の組み合わせ）が、リモート ピアの
トランスフォーム セットの 1 つと一致している必要があります。

次の表は、AH プロトコルまたは ESP プロトコルに対して使用できるトラ
ンスフォームの選択肢の組み合わせを示しています。
41-24
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

第 41 章     詳細情報

VPN に関する詳細情報 
AH トランス
フォーム

（1 つのみ選択
可）

ESP 暗号化トラ
ンスフォーム

（1 つのみ選択
可）

認証トランス
フォーム

（1 つのみ選択
可）

IP 圧縮トランス
フォーム

（1 つのみ選択
可）

例 
（選択できるトランス
フォームは 3 個まで）

ah-md5-hmac 

ah-sha-hmac

esp-des

esp-3des

esp-null

es-aes-128

esp-aes-192

esp-aes-256

esp-seal

esp-md5-hmac

esp-sha-hmac

comp-lzs 1. ah-md5-hmac 

2. esp-3des および 
esp-md5-hmac 

3. ah-sha-hmac、
esp-des、および 
esp-sha-hmac

次の表は、各トランスフォームについて説明しています。

トランスフォーム 説明

ah-md5-hmac MD5 （HMAC の一種）認証アルゴリズムを使用する AH。

ah-sha-hmac SHA（HMAC の一種）認証アルゴリズムを使用する AH。

esp-des 56 ビット DES 暗号化アルゴリズムを使用する ESP。
esp-3des 168 ビット DES 暗号化アルゴリズム（3DES、トリプル DES とも呼ばれ

る）を使用する ESP。
esp-null Null 暗号化アルゴリズム。

esp-seal 160 ビット暗号キーに基づく Software Encryption Algorithm（SEAL）暗号
化アルゴリズムを使用する ESP。

esp-md5-hmac MD5（HMAC の一種）認証アルゴリズムを使用する ESP。
es-aes-128 Advanced Encryption Standard（AES）を使用する ESP。暗号化には 128 

ビットのキーが使用される。

esp-aes-192 AES を使用する ESP。暗号化には 192 ビットのキーが使用される。

esp-aes-256 AES を使用する ESP。暗号化には 256 ビットのキーが使用される。

esp-sha-hmac SHA（HMAC の一種）認証アルゴリズムを使用する ESP。
comp-lzs LZS アルゴリズムを使用する IP 圧縮。
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シリアル インターフェイスまたはシリアル サブインターフェイスの設定が読み取り専用になる原因
例

次に示すのは、許容されるトランスフォームの組み合わせの例です。

 • ah-md5-hmac

 • esp-des

 • esp-3des および esp-md5-hmac

 • ah-sha-hmac、esp-des、および esp-sha-hmac
 • comp-lzs

シリアル インターフェイスまたはシリアル サ
ブインターフェイスの設定が読み取り専用に
なる原因

以前に設定したシリアル インターフェイスまたはシリアル サブインター
フェイスが読み取り専用になり、設定を変更できなくなるのは、次の場合
です。

 • そのインターフェイスが、Cisco IOS コマンドである 
encapsulation ppp および ppp multilink ... を使用して設定されている。

 • そのインターフェイスが、encapsulation hdlc コマンドおよび ip 
address negotiated コマンドを使用して設定されている。

 • そのインターフェイスが SERIAL_CSUDSU_56K WIC の一部になって
いる。

 • そのインターフェイスが同期 / 非同期 WIC の一部になっており、
physical-layer async コマンドを使用して設定されている。

 • そのインターフェイスが encapsulation frame-relay コマンドを使用し
て設定されており、メイン インターフェイスに IP アドレスが設定さ
れている。

 • そのインターフェイスのカプセル化が「hdlc」、「ppp」、または
「frame-relay」のいずれでもない。
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ATM インターフェイスまたは ATM サブインターフェイスの設定が読み取り専用になる原因   
 • encapsulation frame-relay ... コマンドに mfr ... オプションが指定され
ている。

 • そのインターフェイスの設定に encapsulation ppp コマンドが使用され
ているが、サポートされていないコマンドが PPP 設定に指定されてい
る。

 • そのインターフェイスが、encapsulation frame-relay コマンドおよび 
frame-relay map ... コマンドを使用して設定されている。

 • メイン インターフェイスが、encapsulation frame-relay コマンドおよ
び frame-relay interface-dlci ... コマンドを使用して設定されている。

 • メイン インターフェイスが encapsulation frame-relay コマンドを使用
して設定されており、サブインターフェイスが frame-relay 
priority-dlci-group ... コマンドを使用して設定されている。

 • サブインターフェイスが、「ppp」、「protocol」、「switched」のいずれか
のキーワードを含む interface-dlci ... コマンドを使用して設定されてい
る。

 • サブインターフェイスのタイプが、「point-to-point」ではなく
「multipoint」である。

 • サブインターフェイスに「frame-relay」以外のカプセル化が設定され
ている。

ATM インターフェイスまたは ATM サブイン
ターフェイスの設定が読み取り専用になる原
因

以前に設定した ATM インターフェイスまたは ATM サブインターフェイス
が読み取り専用になり、設定の変更ができなくなるのは、次の場合です。

 • そのインターフェイスに、dialer pool-member コマンドが指定された 
PVC が設定されている。

 • protocol コマンドが指定された PVC がそのインターフェイスで設定さ
れているが、このコマンドに指定されているプロトコルが ip になって
いない。

 • そのインターフェイスに、複数の protocol ip コマンドが指定された 
PVC が設定されている。
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ATM インターフェイスまたは ATM サブインターフェイスの設定が読み取り専用になる原因
 • PVC のカプセル化が「aal5mux」または「aal5snap」になっていない。

 • aal5mux のカプセル化プロトコルが「ip」になっていない。

 • PVC の設定に含まれる protocol ip コマンドに、IP アドレスが指定され
ていない。

 • pppoe-client コマンドに「dial-on-demand」オプションが指定されてい
る。

 • そのインターフェイスに複数の PVC が設定されている。

 • 関連付けられているダイヤラのカプセル化の設定が、空白になってい
るか「ppp」以外になっている。

 • 関連付けられているダイヤラに IP アドレスが設定されていない。

 • VPDN が必要である（これは Cisco IOS イメージに基づいてダイナ
ミックに判断される）が、現在の接続では設定されていない。

 • SHDSL インターフェイスの動作モードが「CO」になっている（ATM 
メイン インターフェイスのみ）。

 • インターフェイスに IP アドレスが設定されておらず、インターフェイ
スを PPPoE 対応にするための設定も行われていない（ATM サブイン
ターフェイスのみ）。

 • そのインターフェイスに IP アドレスが設定されているが、関連付けら
れている PVC がない。

 • そのインターフェイスに PVC が設定されているが、関連付けられてい
る IP アドレスがない。また、そのインターフェイスが PPPoE に対応
するように設定されていない。

 • そのインターフェイスの設定に bridge-group コマンドが指定されてい
る。

 • メイン インターフェイスに PVC とサブインターフェイスがそれぞれ 1 
つ以上設定されている。

 • 設定変更可能なメイン インターフェイスではない（ATM サブイン
ターフェイスのみ）。

 • そのインターフェイスがマルチポイント インターフェイスである
（ATM サブインターフェイスのみ）。
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イーサネット インターフェイスの設定が読み取り専用になる原因 
イーサネット インターフェイスの設定が読み
取り専用になる原因

以前に設定したイーサネット LAN または WAN インターフェイスが読み取
り専用になり、設定の変更ができなくなるのは、次の場合です。

 • その LAN インターフェイスが DHCP サーバとして設定されており、
IP ヘルパー アドレスが設定されている。

ISDN BRI インターフェイスの設定が読み取り
専用になる原因

以前に設定した ISDN BRI インターフェイスが読み取り専用になり、設定
の変更ができなくなるのは、次の場合です。

 • その ISDN BRI インターフェイスに IP アドレスが割り当てられてい
る。

 • その ISDN BRI インターフェイスに ppp 以外のカプセル化が設定され
ている。

 • その ISDN BRI インターフェイスの設定に dialer-group コマンドまた
は dialer string コマンドが指定されている。

 • その ISDN BRI インターフェイスの設定に dialer pool-member <x> が
指定されているが、対応するダイヤラ インターフェイス <x> が存在し
ない。

 • その ISDN BRI インターフェイスの設定に複数の dialer pool-member が
指定されている。

 • その ISDN BRI インターフェイスの設定に dialer map コマンドが指定
されている。

 • ダイヤラ インターフェイスに ppp 以外のカプセル化が設定されてい
る。

 • ダイヤラ インターフェイスの設定に dialer-group と dialer-pool のどち
らも指定されていない。

 • ダイヤラ インターフェイスの設定に dialer-group <x> が指定されてい
るが、対応する dialer -list <x> protocol コマンドが指定されていない。
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アナログ モデム インターフェイスの設定が読み取り専用になる原因
 • オプションのキーワード（either/inbound）が指定された dialer 
idle-timeout <num> が、ダイヤラ インターフェイスの設定に指定され
ている。

 • オプションのキーワード class が指定された dialer string コマンドが、
ダイヤラ インターフェイスの設定に指定されている。

 • ISDN BRI 接続をバックアップ接続として使用している場合、Cisco CP 
からバックアップ設定を行った後に次のいずれかの状態が発生する
と、バックアップ接続が読み取り専用で表示される。

 – プライマリ インターフェイス経由のデフォルト ルートが削除され
た。

 – バックアップ インターフェイスのデフォルト ルートが設定されて
いない。

 – ip local policy が削除された。

 – track /rtr または both が指定されていない。

 – route-map が削除された。

 – access-list が削除されたか、access-list が変更された（追跡 IP アド
レスが変更された場合など）。

 – Cisco CP がサポートするインターフェイスの設定に、サポートさ
れていない設定が使用されている。

 – プライマリ インターフェイスが Cisco CP でサポートされていな
い。

アナログ モデム インターフェイスの設定が読
み取り専用になる原因

以前に設定したアナログ モデム インターフェイスが読み取り専用になり、
設定の変更ができなくなるのは、次の場合です。

 • 非同期インターフェイスに IP アドレスが割り当てられている。

 • 非同期インターフェイスに ppp 以外のカプセル化が設定されている。

 • 非同期インターフェイスの設定に dialer-group コマンドまたは dialer 
string コマンドが指定されている。
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アナログ モデム インターフェイスの設定が読み取り専用になる原因  
 • 非同期インターフェイスの設定に async mode interactive が指定されて
いる。

 • 非同期インターフェイスの設定に dialer pool-member <x> が指定され
ているが、対応するダイヤラ インターフェイス <x> が存在しない。

 • 非同期インターフェイスの設定に複数の dialer pool-member が指定さ
れている。

 • ダイヤラ インターフェイスに ppp 以外のカプセル化が設定されてい
る。

 • ダイヤラ インターフェイスの設定に dialer-group と dialer-pool のどち
らも指定されていない。

 • ダイヤラ インターフェイスの設定に dialer-group <x> が指定されてい
るが、対応する dialer -list <x> protocol コマンドが指定されていない。

 • オプションのキーワード（either/inbound）が指定された dialer 
idle-timeout <num> が、ダイヤラ インターフェイスの設定に指定され
ている。

 • modem inout が設定に指定されていない（回線設定収集モードのと
き）。

 • autoselect ppp が設定に指定されていない（回線設定収集モードのと
き）。

 • アナログ モデム接続をバックアップ接続として使用している場合、
Cisco CP からバックアップ設定を行った後に次のいずれかの状態が発
生すると、バックアップ接続が読み取り専用で表示される。

 – プライマリ インターフェイス経由のデフォルト ルートが削除され
た。

 – バックアップ インターフェイスのデフォルト ルートが設定されて
いない。

 – ip local policy が削除された。

 – track /rtr または both が指定されていない。

 – route-map が削除された。

 – access-list が削除されたか、access-list が変更された（追跡 IP アド
レスが変更された場合など）。

 – Cisco CP がサポートするインターフェイスの設定に、サポートさ
れていない設定が使用されている。
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DMVPN の設定に関する推奨事項
 – プライマリ インターフェイスが Cisco CP でサポートされていな
い。

DMVPN の設定に関する推奨事項
このヘルプ トピックでは、DMVPN 上のルータを設定するときの手順に関
する推奨事項について説明します。

ハブを 初に設定する

ハブを 初に設定することが重要です。これは、スポークを設定するとき
に、ハブの情報を使用する必要があるためです。ハブを設定する場合は、
[ 要約 ] ウィンドウの [ スポーク設定 ] 機能を使用して、正しいハブ情報を指
定する手順のテキスト ファイルを生成します。このファイルをスポーク
管理者に送信し、正しいハブ情報によるスポークの設定を依頼します。ス
ポークを設定するときには、あらかじめ正しいハブ情報を入手しておく必
要があります。

スポーク アドレスの割り当て

DMVPN 上のルータは、すべて同じサブネットに属している必要がありま
す。したがって、ハブ管理者は、アドレスの競合が発生しないように、ま
た各スポーク ルータで使用されるサブネット マスクが同じになるように、
同一サブネットに属するアドレスを各スポーク ルータに割り当てる必要
があります。

DMVPN 用のルーティング プロトコルの設定に関する推奨事項

ここでは、DMVPN 用にルーティング プロトコルを設定する際に留意する
必要があるガイドラインを示します。これらのガイドラインは無視できま
す。ただし、Cisco CP はこれらのガイドラインに従っていないシナリオで
は検証されていません。そのため、ガイドラインを無視した場合、設定を
入力した後 Cisco CP でその設定を編集できない可能性があります。

次の推奨事項は、推奨度が高いものから順に記載されています。

 • 内部ネットワークをアドバタイズするルーティング プロセスが存在す
る場合は、そのプロセスを使用して DMVPN にネットワークをアドバ
タイズする。
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Cisco CP のホワイト ペーパー   
 • VPN のトンネル ネットワーク（GRE over IPSec トンネルなど）をアド
バタイズするルーティング プロセスが存在する場合は、そのプロセス
を使用して DMVPN ネットワークをアドバタイズする。

 • WAN インターフェイスのネットワークをアドバタイズするルーティ
ング プロセスが存在する場合、それらの WAN インターフェイスが使
用していない AS 番号またはプロセス ID を使用してネットワークをア
ドバタイズする。

 • DMVPN ルーティング情報を設定すると、入力した AS 番号（EIGRP 
の場合）またはエリア ID（OSPF の場合）が、ルータの物理インター
フェイスのネットワークのアドバタイズのためにすでに使用されてい
ないかどうかが、Cisco CP によって確認される。この値がすでに使用
されている場合、Cisco CP によってそのことが通知され、新しい値を
使用するか、別のルーティング プロトコルを選択して DMVPN 上の
ネットワークをアドバタイズすることが推奨される。

ダイヤルアップ設定でのインターフェイスの使用

ダイヤルアップ接続を使用するインターフェイスを選択すると、その接続
が常に稼働中になることがあります。サポートされているインターフェイ
スを [ インターフェイスと接続 ] で確認すれば、選択した物理インターフェ
イスでダイヤルアップ接続（ISDN 接続や非同期接続など）が設定されて
いるかどうかを判断できます。

スポーク設定を開始する前に、ハブに対して ping を行う

スポーク ルータの設定を始める前に ping コマンドを発行して、ハブへの
接続性をテストすることをお勧めします。ping が失敗した場合は、ハブへ
のルートを設定する必要があります。

Cisco CP のホワイト ペーパー
Cisco CP の使用方法については、多数のホワイト ペーパーにその説明が記
載されています。これらのホワイト ペーパーは、次のリンクから入手で
きます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/sdm/appnote/index.h
tm
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Cisco CP のホワイト ペーパー
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第 章42

ルータ情報の表示

Cisco Configuration Professional（Cisco CP）を監視モードで使用すると、
ルータ、ルータ インターフェイス、ファイアウォール、およびアクティ
ブな VPN 接続についての情報の 新スナップショットを表示できます。
また、ルータ イベント ログ内のメッセージも表示できます。

注 [ 監視 ] ウィンドウは、ダイナミックに 新情報で更新されるわけではあり
ません。このウィンドウを開いた後に変更された情報を表示するには、
[ 更新 ] をクリックする必要があります。

監視モードでは、ルータのログが検査され、Cisco IOS show コマンドの結
果が参照されます。監視モードの機能のうち、ファイアウォール統計情報
などのログ エントリに基づく機能を使用するには、ロギングが有効に
なっている必要があります。Cisco CP ではロギングがデフォルトで有効に
なっています。ただし、この設定は、[ 追加タスク ] > [ ルータ プロパティ ] 
> [ロギング] を選択して表示されるウィンドウで変更することができます。
また、ログ イベントを生成するには、個別のルールの設定作業が必要な
場合もあります。詳細については、ヘルプ トピック「ファイアウォール
上のアクティビティを表示する方法」を参照してください。
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概要
目的 手順

ルータ インターフェイスについて
の情報を表示する。

ツールバーで [ 監視 ] をクリックし、左側のフレームで 
[ インターフェイス ステータス ] をクリックする。情報
を表示するインターフェイスを [ インターフェイスの選
択 ] フィールドから選択し、表示する情報を [Available 
Items]（選択可能な項目）グループで選択する。次に、
[ 詳細の表示 ] をクリックする。

CPU またはメモリの使用状況を示
すグラフを表示する。

ツールバーで [ 監視 ] をクリックする。[ 概要 ] ページに 
CPU およびメモリの使用状況のグラフが表示される。

ファイアウォールについての情報を
表示する。

ツールバーで [ 監視 ] をクリックし、左側のフレームで 
[ ファイアウォール ステータス ] をクリックする。

VPN 接続についての情報を表示す
る。

ツールバーで [ 監視 ] をクリックし、左側のフレームで 
[VPN ステータス ] をクリックする。[IPSec トンネル ]、
[DMVPN トンネル ]、[Easy VPN サーバ ]、または [IKE 
SA] のタブを選択する。

ルータ イベント ログ内のメッセー
ジを表示する。

ツールバーで [ 監視 ] をクリックし、左側のフレームで 
[ ロギング ] をクリックする。

概要
監視モードの [ 概要 ] 画面には、ルータのアクティビティと統計情報の概要
が表示されます。この画面は、監視モードの他の画面の情報を要約する役
割を果たします。この画面には、このヘルプ トピックで説明する情報が
表示されます。

注 [概要] 画面にヘルプ トピックで説明されている機能情報が表示されない場
合は、Cisco IOS イメージでこの機能をサポートしていません。たとえば、
セキュリティ機能をサポートしていない Cisco IOS イメージをルータで実
行している場合、[ ファイアウォール ステータス ] セクションおよび [VPN 
ステータス ] セクションは、この画面に表示されません。
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概要
ワイヤレス アプリケーションの起動ボタン

ルータに無線インターフェイスが備わっている場合は、このボタンをク
リックして無線インターフェイスを監視および設定できます。[ 監視の概
要 ] ウィンドウには無線インターフェイスのインターフェイス ステータス
情報が表示されますが、インターフェイス ステータスのモニタウィンド
ウにこのインターフェイスのリストは表示されません。

ルータに無線インターフェイスが備わっていない場合、このボタンは表示
されません。

更新ボタン

ルータから 新の情報を取得し、画面に表示されている統計情報を更新し
ます。

リソース ステータス

ルータのハードウェアの基本的な情報が表示されます。次のフィールドが
あります。

CPU の使用状況

CPU の使用率が表示されます。

メモリの使用状況

RAM の使用率が表示されます。

フラッシュの使用状況

ルータにインストールされているフラッシュの合計容量に占める使用可能
フラッシュの容量の割合が表示されます。

インターフェイス ステータス

ルータにインストールされているインターフェイスの基本的な情報とス
テータスが表示されます。

注 Cisco CP でサポートされているタイプのインターフェイスのみが、ここで
の統計の対象になります。サポートされていないインターフェイスは対象
になりません。
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概要
稼働インターフェイスの合計数

ルータ上の有効な（稼働中の）インターフェイスの合計数。

停止インターフェイスの合計数

ルータ上の無効な（停止中の）インターフェイスの合計数。

インターフェイス

インターフェイス名。

IP
インターフェイスの IP アドレス。

ステータス

インターフェイスのステータス（[ 稼働 ] または [ 停止 ]）。

帯域幅の使用状況

インターフェイスの帯域幅の使用率。

説明

インターフェイスの説明を参照できる場合はその説明。Cisco CP によって 
$FW_OUTSIDE$ や $ETH_LAN$ などの説明が追加される場合があります。

ファイアウォール ステータス グループ

ルータのリソースの基本的な情報が表示されます。次のフィールドがあり
ます。

拒否した試行回数

Telnet、HTTP、ping などのプロトコルを利用して行われた接続試行をファ
イアウォールで拒否したときに生成されたログ メッセージの数が表示さ
れます。接続試行を拒否した場合にログ エントリが生成されるようにす
るには、接続試行を拒否するアクセス ルールを、ログ エントリを作成す
るように設定する必要があります。

ファイアウォール ログ

有効になっている場合、ファイアウォール ログのエントリの数が表示さ
れます。
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概要
QoS

関連付けられた QoS ポリシーがあるインターフェイスの数。

VPN ステータス グループ

ルータのリソースの基本的な情報が表示されます。次のフィールドがあり
ます。

接続中の IKE SA の数

現在設定済みかつ動作中の IKE セキュリティ アソシエーション（SA）接
続の数が表示されます。

接続中の IPSec トンネルの数

現在設定済みかつ動作中の IPSec 仮想プライベート ネットワーク（VPN）
接続の数が表示されます。

DMVPN クライアントの数

ルータが DMVPN ハブとして設定されている場合、DMVPN クライアント
の数が表示されます。

アクティブな VPN クライアントの数

ルータが Easy VPN サーバとして設定されている場合、Easy VPN リモート 
クライアントの数がこのフィールドに表示されます。

NAC ステータス グループ

ルータ上のネットワーク アドミッション コントロール（NAC）ステータ
スの基本的なスナップショットが表示されます。

NAC の有効なインターフェイス フィールド数

NAC が有効なルータ インターフェイスの数。

検証されたホスト フィールド数

アドミッション コントロール プロセスによって検証されたポスチャ エー
ジェントを持つホストの数。
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インターフェイス ステータス
ログ グループ

ルータのリソースの基本的な情報が表示されます。次のフィールドがあり
ます。

ログ エントリの合計数

ルータのログに現在保存されているエントリの合計数。

高い重大度

保存されているログ エントリのうち、重大度レベルが 2 以下のものの数。
これらのメッセージには直ちに対処する必要があります。重大度の高い
メッセージがない場合、このリストは空になります。

警告

保存されているログ エントリのうち、重大度レベルが 3 または 4 のものの
数。これらのメッセージは、ネットワークの問題を示していることがあり
ます。ただし、直ちに対処する必要はありません。

情報

保存されているログ エントリのうち、重大度レベルが 6 以上のものの数。
これらの情報メッセージは、正常なネットワーク イベントを通知するも
のです。

インターフェイス ステータス
[ インターフェイス ステータス ] 画面には、ルータ上のさまざまなインター
フェイスの現在のステータスが表示されます。また、選択したインター
フェイスを経由して転送されたパケット、バイト、またはデータ エラー
の数も表示されます。この画面に表示される統計情報は、ルータの再起
動、カウンタのリセット、または選択したインターフェイスのリセットが

後に行われてからの累計です。

監視インターフェイス / 監視の終了ボタン

このボタンをクリックすると、選択したインターフェイスの監視を開始ま
たは終了できます。ボタンのラベルは、Cisco CP がインターフェイスを監
視しているかどうかで変わります。
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インターフェイス ステータス 
接続のテスト ボタン

選択した接続をテストする場合にクリックします。ダイアログ ボックス
が表示され、この接続を使用して ping を実行するリモート ホストを指定
できます。ping を実行すると、このダイアログ ボックスにテスト結果

（合格または不合格）が表示されます。テストが失敗した場合は、考えら
れる原因と問題の解決手順が表示されます。

インターフェイス リスト

統計情報を表示するインターフェイスをこのリストから選択します。この
リストには、IP アドレスとサブネット マスク、およびインターフェイス
があるスロットとポートが表示されます。Cisco CP の説明やユーザの説明
が入力されていれば、その説明も表示されます。

監視するグラフ タイプの選択グループ

ここに表示されているチェック ボックスが示しているのは、選択したイ
ンターフェイスのデータ項目のうち、Cisco CP を使用して統計情報を表示
できる項目です。次のデータ項目があります。

 • [ 入力されたパケット ] ― 選択したインターフェイスの受信パケット
数。

 • [ 出力されたパケット ] ― 選択したインターフェイスの送信パケット
数。

 • [ 帯域幅の使用状況 ] ― インターフェイスによる帯域幅の使用率。割合
（%）で表示されます。帯域幅の割合の計算方法は次のとおりです。

帯域幅の割合 =(Kbps/bw) * 100 

この式の各値は次のとおりです。

ビット数 / 秒 = (( 入力数の変化 + 出力数の変化 ) * 8) / ポーリング間隔

Kbps= 1 秒あたりのビット数 /1024

bw= インターフェイスの帯域幅の容量

入力バイトと出力バイトの差は、2 回目の表示間隔の後でのみ計算さ
れるので、帯域幅の割合のグラフには、2 回目の表示間隔以降の帯域
幅の使用状況が正しく表示されます。ポーリング間隔と表示間隔につ
いては、このトピックの「表示間隔」のセクションを参照してくださ
い。
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インターフェイス ステータス
 • [ 入力されたバイト ] ― 選択したインターフェイスの受信バイト数。

 • [ 出力されたバイト ] ― 選択したインターフェイスの送信バイト数。

 • [ 入力エラー] ― 選択したインターフェイスでデータ受信時に発生した
エラーの数。

 • [ 出力エラー] ― 選択したインターフェイスでデータ送信時に発生した
エラーの数。

 • [ パケット フロー ] ― 選択したインターフェイスのフロー内にあるパ
ケットの数。このデータ項目は、選択したインターフェイスが [ 設定 ] 
> [インターフェイスと接続] > [編集] > [アプリケーション サービス] で
設定されている場合にのみ表示されます。

 • [ バイト フロー] ― 選択したインターフェイスのフローのバイト数。こ
のデータ項目は、選択したインターフェイスが [ 設定 ] > [ インターフェ
イスと接続] > [編集] > [アプリケーション サービス] で設定されている
場合にのみ表示されます。

 • [ 合計フロー] ― 選択したインターフェイスの送信元および宛先からの
フローの合計数。このデータ項目は、選択したインターフェイスが 
[設定 ] > [インターフェイスと接続 ] > [編集 ] > [アプリケーション サー
ビス ] で設定されている場合にのみ表示されます。

注 ルータの Cisco IOS イメージが Netflow をサポートしていない場合、フ
ロー カウンタは使用できません。

上記の項目の統計情報を表示するには、次の手順に従ってください。

手順 1 統計情報を表示する項目のチェック ボックスを選択します。

手順 2 [ 監視インターフェイス ] をクリックすると、選択したすべてのデータ項目
の統計情報が表示されます。

インターフェイス ステータス エリア

表示間隔

このプルダウン フィールドでは、各項目のデータの表示量と、データの
更新頻度の両方を選択します。次のオプションがあります。
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インターフェイス ステータス 
注 リストに表示されるポーリング頻度はおよその値です。実際の頻度とは多
少異なることがあります。

 • 10 秒ごとのリアルタイム データ。このオプションを選択すると、
ルータに対するポーリングが 大 2 時間継続され、約 120 個のデータ 
ポイントが取得されます。

 • 過去 10 分間のデータを 10 秒ごとにポーリング

 • 過去 60 分間のデータを 1 分ごとにポーリング

 • 過去 12 時間のデータを 10 分ごとにポーリング 

注 後から 3 番目までのオプションを選択すると、 大 60 個のデータ ポイ
ントが取得されます。60 個のデータ ポイントが取得された後も Cisco CP 
によるデータのポーリングは継続され、 も古いデータ ポイントが も
新しいデータ ポイントで置き換えられます。

テーブルの表示 / テーブルの非表示

このボタンをクリックすると、パフォーマンス グラフの表示と非表示を
切り替えることができます。

リセット ボタン

このボタンをクリックすると、インターフェイスの統計情報の集計をゼロ
にリセットできます。

グラフ エリア

このエリアには、指定したデータのグラフと単純な数値が表示されます。

注 後から 3 番目までのオプションを選択すると、 大 30 個のデータ ポイ
ントが取得されます。30 個のデータ ポイントが取得された後も Cisco CP 
によるデータのポーリングは継続され、 も古いデータ ポイントが も
新しいデータ ポイントで置き換えられます。
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ファイアウォール ステータス
ファイアウォール ステータス
このウィンドウには、ルータに設定されているファイアウォールに関する
次の統計情報が表示されます。

 • [検査用に設定されたインターフェイスの数 ] ― トラフィックをファイ
アウォールで検査するように設定したルータのインターフェイスの
数。

 • [TCP パケット カウントの数] ― 検査用に設定されたインターフェイス
経由で送信された TCP パケットの合計数。

 • [UDP パケット カウントの数 ] ― 検査用に設定されたインターフェイ
ス経由で送信された UDP パケットの合計数。

 • [ アクティブな接続の総数 ] ― 現在のセッションの数。

また、[ ファイアウォール ステータス ] ウィンドウには、次のカラムを持つ
表にアクティブなファイアウォール セッションも表示されます。

 • [ 送信元 IP アドレス ] ― パケットの発信元ホストの IP アドレス。

 • [ 宛先 IP アドレス ] ― パケットの宛先ホストの IP アドレス。

 • [ プロトコル ] ― 検査するネットワーク プロトコル。

 • [ マッチ カウント ] ― ファイアウォールの条件に一致するパケットの
数。

更新ボタン

このボタンをクリックすると、表内のファイアウォール セッションが更
新され、ルータから取得した 新のデータが表示されます。

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールのス
テータス

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール機能をサポートする Cisco IOS イ
メージがルータで実行されている場合は、ルータに設定された各ゾーン 
ペアに対し、ファイアウォールのアクティビティのステータスを表示でき
ます。
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ゾーンベース ポリシー ファイアウォールのステータス  
ファイアウォール ポリシー リスト エリア

ここには、各ゾーン ペアのポリシー名、送信元ゾーン、および宛先ゾー
ンが表示されます。次の表は、2 つのゾーン ペアのデータ例を示します。

ゾーン ペア名 ポリシー名 送信元ゾーン 宛先ゾーン

wan-dmz-in pmap-wan zone-wan zone-dmz

wan-dmz-out pmap-dmz zone-dmz zone-wan

この例では、DMZ へのインバウンド トラフィック、および DMZ からの
アウトバウンド トラフィックに対してそれぞれゾーン ペアが設定されて
います。

ファイアウォールの統計情報を表示するゾーン ペアを選択してください。

表示間隔

データの収集方法を指定するオプションとして、以下のいずれかを選択し
ます。

 • 10 秒ごとのリアルタイム データ ― データは 10 秒ごとに報告されま
す。[ 廃棄パケット ] および [ 許可パケット ] グラフでは、水平軸上の 1 
目盛りは 10 秒を表します。

 • 過去 60 分間のデータを 1 分ごとにポーリング ― データは 1 分ごとに
報告されます。[ 廃棄パケット ] および [ 許可パケット ] グラフでは、水
平軸上の 1 目盛りは 1 分を表します。

 • 過去 12 時間のデータを 12 分ごとにポーリング ― データは 12 分ごと
に報告されます。[ 廃棄パケット ] および [ 許可パケット ] グラフでは、
水平軸上の 12 目盛りは 12 分を表します。

監視ポリシー

クリックすると、選択したポリシーに対するファイアウォール データが
収集されます。

監視の終了

クリックすると、ファイアウォール データの収集が停止します。
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統計エリア

このエリアには、選択したゾーン ペアのファイアウォール統計情報が表
示されます。左側のツリーでノードをクリックすると、このエリアの表示
内容を制御できます。以下に、各ノードをクリックした場合の表示内容に
ついて説明します。

アクティブ セッション

クリックすると、選択したゾーン ペアで検査されるトラフィックのタイ
プ、送信元 IP アドレス、および宛先 IP アドレスが表示されます。

廃棄パケット

クリックすると、選択したゾーン ペアについて、[ 表示間隔 ] リストで選択
した時間間隔で廃棄されたパケットの累積数を示すグラフが表示されま
す。廃棄するように設定したトラフィックに関するデータが収集され、レ
イヤ 4 ポリシー マップに記録されます。

許可パケット

クリックすると、選択したゾーン ペアについて、[ 表示間隔 ] リストで選択
した時間間隔で許可されたパケットの累積数を示すグラフが表示されま
す。通過アクションを設定したトラフィックに関するデータが収集され、
レイヤ 4 ポリシー マップに記録されます。

VPN ステータス
このウィンドウには、ルータで使用できる VPN 接続のツリーが表示され
ます。VPN 接続ツリーで、次の VPN カテゴリのいずれかを選択できます。

 • IPSec トンネル

 • DMVPN トンネル

 • Easy VPN サーバ

 • IKE SA

 • SSL VPN コンポーネント

アクティブな VPN カテゴリの統計情報を表示するには、VPN 接続ツリー
から選択します。
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IPSec トンネル

このグループには、ルータに設定されている各 IPSec VPN の統計情報が表
示されます。表の行は、それぞれ 1 つの IPSec VPN を表しています。表の
カラムと、各カラムに表示される情報は次のとおりです。

 • [ インターフェイス ] カラム

IPSec トンネルがアクティブになっている、ルータ上の WAN インター
フェイス。

 • [ ローカル IP] カラム

ローカル IPSec インターフェイスの IP アドレス。

 • [ リモート IP] カラム

リモート IPSec インターフェイスの IP アドレス。

 • [ ピア ] カラム

リモート ピアの IP アドレス。

 • トンネル ステータス

IPSec トンネルの現在のステータス。値は次のとおりです。

 – [ 稼働 ] ― トンネルはアクティブです。

 – [ 停止 ] ― エラーまたはハードウェア障害のため、トンネルは非ア
クティブです。

 • [ カプセル化パケット ] カラム

IPSec VPN 接続上でカプセル化されたパケットの数。

 • [ 非カプセル化パケット ] カラム

IPSec VPN 接続上で非カプセル化されたパケットの数。

 • [ 送信エラー パケット ] カラム

パケット送信時に発生したエラーの数。

 • [ 受信エラー パケット ] カラム

パケット受信時に発生したエラーの数。

 • [ 暗号化されたパケット ] カラム

接続上で暗号化されたパケットの数。
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 • [ 解読されたパケット ] カラム

接続上で解読されたパケットの数。

トンネルの監視ボタン

[IPSec トンネル ] 表で選択した IPSec トンネルを監視する場合にクリック
します。「IPSec トンネルの監視」を参照してください。

トンネルのテスト ... ボタン

選択した VPN トンネルをテストする場合にクリックします。テストの結
果は、別のウィンドウに表示されます。

更新ボタン

このボタンをクリックすると、[IPSec トンネル ] 表が更新され、ルータか
ら取得した 新のデータが表示されます。

IPSec トンネルの監視

IPSec トンネルを監視するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [IPSec トンネル ] 表で監視するトンネルを選択します。

手順 2 [ 監視する項目の選択 ] にある該当のチェック ボックスを選択して、監視す
る情報のタイプを選択します。

手順 3 [ 表示間隔 ] ドロップダウン リストを使用して、リアルタイム グラフを表
示する間隔を選択します。

DMVPN トンネル

このグループには、ダイナミック マルチポイント VPN（DMVPN）トンネ
ルに関する以下の統計情報が表示されます。各行は、それぞれ 1 つの VPN 
トンネルを表しています。

 • [ リモート サブネット ] カラム

トンネルが接続するサブネットのネットワーク アドレス。
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 • [ リモート トンネル IP] カラム

リモート トンネルの IP アドレス。これは、リモート デバイスによっ
てトンネルに割り当てられたプライベート IP アドレスです。

 • [ リモート ルータのパブリック インターフェイスの IP] カラム

リモート ルータのパブリック（外部）インターフェイスの IP アドレ
ス。

 • ステータス カラム

DMVPN トンネルのステータス。

 • [ 有効期限 ] カラム

トンネルの登録が期限切れになり DMVPN トンネルがシャットダウン
される日時。

トンネルの監視ボタン

[DMVPN トンネル ] 表で選択した DMVPN トンネルを監視する場合にク
リックします。「DMVPN トンネルの監視」を参照してください。

更新ボタン

このボタンをクリックすると、[DMVPN トンネル ] 表が更新され、ルータ
から取得した 新のデータが表示されます。

リセット ボタン

トンネル リストの統計情報カウンタをリセットする場合にクリックし
ます。カプセル化パケットと非カプセル化パケットの数、送信エラー
と受信エラーの数、および暗号化されたパケットと解読されたパケッ
トの数がゼロに設定されます。

DMVPN トンネルの監視

DMVPN トンネルを監視するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [DMVPN トンネル ] 表で監視するトンネルを選択します。

手順 2 [ 監視する項目の選択 ] にある該当のチェック ボックスを選択して、監視す
る情報のタイプを選択します。
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手順 3 [ 表示間隔 ] ドロップダウン リストを使用して、リアルタイム グラフを表
示する間隔を選択します。

Easy VPN サーバ

このグループには、各 Easy VPN サーバ グループの次の情報が表示されま
す。

 • サーバ クライアントの合計数（右上隅に表示されます）

 • グループ名

 • クライアント接続の数

グループ詳細ボタン

[ グループ詳細 ] ボタンをクリックすると、選択したグループの次の情報が
表示されます。

 • グループ名

 • キー

 • プール名

 • DNS サーバ

 • WINS サーバ

 • ドメイン名

 • ACL

 • バックアップ サーバ

 • ファイアウォールの R-U-There

 • ローカル LAN を含む

 • グループ ロック 

 • パスワードの保存

 • このグループでの 大許容接続数

 • ユーザあたりの 大ログイン数
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このグループ内のクライアント接続

このエリアには、選択したグループの次の情報が表示されます。

 • パブリック IP アドレス

 • 割り当てられた IP アドレス

 • 暗号化されたパケット

 • 解読されたパケット

 • 廃棄されたアウトバウンド パケット

 • 廃棄されたインバウンド パケット

 • ステータス

更新ボタン

このボタンをクリックすると、ルータから取得した 新データが表示され
ます。

切断ボタン

 • 表の行を選択してから [ 切断 ] をクリックすると、クライアントとの接
続が廃棄されます。

IKE SA
このグループには、ルータに設定されているアクティブな IKE セキュリ
ティ アソシエーションに関する以下の統計情報が表示されます。

 • [ 送信元 IP] カラム

IKE SA を開始したピアの IP アドレス。

 • [ 宛先 IP] カラム

リモート IKE ピアの IP アドレス。

 • [ 状態 ] カラム

IKE ネゴシエーションの現在の状態が表示されます。次の状態があり
ます。
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 – [MM_NO_STATE] ― Internet Security Association and Key 
Management Protocol（ISAKMP）SA は作成されましたが、それ以
外にはまだ何も行われていません。

 – [MM_SA_SETUP] ― ピア間で ISAKMP SA のパラメータについて
の合意が行われました。

 – [MM_KEY_EXCH] ― ピア間で Diffie-Hellman パブリック キーが交
換され、共有秘密キーが生成されました。ISAKMP SA はまだ認証
されていません。

 – [MM_KEY_AUTH] ― ISAKMP SA が認証されました。ルータがこ
の交換プロセスの開始側である場合、状態は直ちに QM_IDLE に
移行し、クイック モードでの交換プロセスが開始されます。

 – [AG_NO_STATE] ― ISAKMP SA は作成されましたが、それ以外に
はまだ何も行われていません。

 – [AG_INIT_EXCH] ― ピア間で 初の交換プロセスがアグレッシブ 
モードで行われましたが、SA は認証されていません。

 – [AG_AUTH] ― ISAKMP SA が認証されました。ルータがこの交換
プロセスの開始側である場合、状態は直ちに QM_IDLE に移行し、
クイック モードでの交換プロセスが開始されます。

 – [QM_IDLE] ― ISAKMP SA はアイドル状態です。ピアでの認証は
取り消されず、後続のクイック モードでの交換プロセスで使用で
きます。

 • [ 更新 ] ボタン ― このボタンをクリックすると [IKE SA] 表が更新され、
ルータから取得した 新データが表示されます。

 • [クリア ] ボタン ― 表の行を選択してから [クリア ] をクリックすると、
その行に対応する IKE SA 接続をクリアできます。

SSL VPN コンポーネント

監視ウィンドウで [VPN ステータス ] ボタンをクリックすると、ルータで 
SSL VPN アクティビティの監視が開始されます。このウィンドウには、
ルータ上で設定されたすべての SSL VPN コンテキストに対して収集され
たデータが表示されます。

デフォルトでは、このデータは 10 秒ごとに更新されます。データの表示
から更新までが 10 秒間では短すぎる場合は、[1 分ごとのリアルタイム 
データ ] の自動更新の間隔を選択できます。
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SSL VPN ツリーでコンテキストを選択し、そのコンテキストのデータとそ
のコンテキストに設定されたユーザのデータを表示します。

システム リソース

SSL VPN トラフィックがすべてのコンテキストで使用している CPU とメ
モリ リソースの割合が、このエリアに表示されます。

接続ユーザ数

このグラフには、アクティブ ユーザの数が時間の経過に従って表示され
ます。監視が開始されてからの 大アクティブ ユーザ数は、グラフ エリ
アの上部に表示されます。監視の開始時刻はグラフの左下隅に表示され、
現在の時刻はグラフ下の中央に表示されます。

タブ付きエリア

ウィンドウのこのエリアには、収集された統計情報が一連のタブに見やす
く表示されます。

下の任意のリンクをクリックすると、タブに表示されるデータの説明に移
動できます。

ユーザ セッション

URL の細分化

ポート転送

CIFS

フル トンネル

注 ポート転送やフル トンネルなどの機能がルータに設定されていない場合
は、その機能のタブにはデータが表示されません。

統計情報の中には、ルータが監視データを更新するたびに新たに収集され
るものがあります。アクティブ ユーザの統計情報の 大数などのその他
の統計情報は、更新時に収集されますが、監視が開始されたときに収集さ
れた同じデータと比較されます。[VPN ステータス ] ボタンをクリックする
と、SSL VPN を含むすべての VPN アクティビティの監視が開始されます。
42-19
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 

第 42 章     ルータ情報の表示       

VPN ステータス
SSL VPN コンテキスト

このウィンドウには、[SSL VPN コンポーネント ] ウィンドウと同じタイプ
の情報が表示されますが、選択したコンテキストに対して収集したデータ
のみが表示されます。表示される情報の説明については、「SSL VPN コン
ポーネント」を参照してください。

ユーザ セッション

このタブには、SSL VPN ユーザ セッションに関する次の情報が表示され
ます。

 • [ アクティブなユーザ セッション ] ― すべてのトラフィック タイプに
ついて、監視データの更新以降アクティブになっている SSL VPN ユー
ザ セッションの数。

 • [ 大ユーザ セッション ] ― 監視の開始以降アクティブになっている 
SSL VPN ユーザ セッションの 大数。

 • [アクティブなユーザ TCP 接続] ― 監視データの更新以降アクティブに
なっている TCP ベースの SSL VPN ユーザ セッションの数。

 • [ セッション割り当てエラー] ― 監視の開始以降に発生したセッション
割り当てエラーの数。

 • [VPN セッション タイムアウト ] ― 監視の開始以降に発生した VPN 
セッション タイムアウトの数。

 • [ ユーザがクリアした VPN セッション ] ― 監視の開始以降、ユーザが
クリアした VPN セッションの数。

 • [AAA の保留中の要求 ] ― 監視データの更新以降、保留になっている 
AAA 要求の数。

 • [ ピーク時 ] ― 監視の開始以降に記録された も長いユーザ セッショ
ン。

 • [ 終了したユーザ セッション ] ― 監視の開始以降に終了したユーザ 
セッションの数。

 • [ 認証エラー ] ― 監視の開始以降、認証に失敗したセッションの数。

 • [VPN アイドル タイムアウト ] ― 監視の開始以降に発生した VPN アイ
ドル タイムアウトの数。
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 • [ 超過したコンテキスト ユーザ数の制限 ] ― 監視の開始以降、コンテキ
スト セッションの制限に達した後でユーザがセッションの開始を試行
した回数。

 • [ 超過した合計ユーザ数の制限 ] ― 監視の開始以降、セッション合計の
制限に達した後でユーザがセッションの開始を試行した回数。

URL の細分化

このタブには、URL の細分化アクティビティに関するデータが表示され
ます。詳細については、下記のリンクからアクセスできるコマンド リ
ファレンスを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_command_r
eference_chapter09186a0080419245.html#wp1226849

ポート転送

このタブには、ポート転送アクティビティに関して収集されたデータが表
示されます。詳細については、下記のリンクでコマンド リファレンスを
参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_command_r
eference_chapter09186a0080419245.html#wp1226849

CIFS

このタブには、CIFS の要求、応答、および接続に関して収集されたデー
タが表示されます。詳細については、下記のリンクからアクセスできるコ
マンド リファレンスを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_command_r
eference_chapter09186a0080419245.html#wp1226849

フル トンネル

このタブには、企業イントラネット上の SSL VPN クライアントとサーバ
間のフル トンネル接続に関する情報が表示されます。
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 • [ アクティブなトンネル接続 ] ― データが 後に更新されて以降アク
ティブなフル トンネル接続の数。データは 10 秒ごと、または毎分更
新できます。

 • [ ピーク時のアクティブな接続 ] ― 監視の開始以降、 も長く継続した
フル トンネル接続。

 • [アクティブなトンネル接続の 大数 ] ― 監視の開始以降アクティブな
フル トンネル接続の 高数。

 • [ 失敗したトンネル接続の試行回数 ] ― 監視の開始以降、フル トンネル
接続の試行が失敗した回数。

 • [ 成功したトンネル接続の試行回数 ] ― 監視の開始以降、フル トンネル
接続が正常に確立した回数。

サーバ：

 • [サーバに送信された IP パケット] ― ルータが企業のイントラネットの
フル トンネル クライアントからサーバへ転送した IP パケットの数。

 • [ サーバに送信された IP トラフィック ( バイト単位 )] ― 企業のイント
ラネットのフル トンネル クライアントからサーバへ転送された IP ト
ラフィックの量（バイト単位）。

 • [ サーバから受信した IP パケット ] ― ルータがクライアントへのフル 
トンネル接続でサーバから受信した IP パケットの数。

 • [ サーバから受信した IP トラフィック ( バイト単位 )] ― クライアント
へのフル トンネル接続で企業のイントラネットのサーバから受信され
た IP トラフィックの量（バイト単位）。

ユーザ リスト

このウィンドウには、[SSL VPN コンポーネント ] ツリーで選択されたコン
テキストのユーザ情報が表示されます。コンテキストには複数のグループ 
ポリシーを、それぞれ独自の URL リストとサーバ リストを使用して設定
できるので、この画面には個々のユーザが各自の SSL VPN 接続を使用す
る方法について貴重な情報が表示されます。

ユーザを選択して [ 切断 ] ボタンをクリックすると、このウィンドウで個々
の SSL VPN 使用を制御できます。
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VPN ステータス 
ユーザ リスト エリア

このエリアには、このコンテキストに対して設定されたすべてのグループ
のアクティブなユーザがすべて表示されます。このエリアには、次の情報
が表示されます。

 • [ ユーザのログイン名 ] ― AAA サーバで認証されたユーザ名。

 • [クライアントの IP アドレス] ― このセッションでユーザに割り当てら
れた SSL VPN IP アドレス。この IP アドレスは、このコンテキストで
設定されたアドレス プールから取得されます。

 • [コンテキスト] ― このユーザのグループ ポリシーが設定されているコ
ンテキスト下の SSL VPN コンテキスト。

 • [ 接続の数 ] ― ユーザに対するアクティブな接続の数。たとえば、ユー
ザがメール サーバに接続していたり、ネットワーク上の別のサーバの
ファイルを参照している場合などです。

 • 作成日 ― セッションが作成された時間。

 • [ 終使用日 ] ― ユーザが任意のアクティブな接続でトラフィックを
後に送信した時刻。

 • [Cisco Secure Desktop] ― True または False。Cisco Secure Desktop が
ユーザの PC にダウンロードされているかどうかを示します。

 • [グループ名] ― ユーザを設定する際に使用するグループ ポリシーの名
前。グループ ポリシーは、URL リスト、ユーザが利用できるサービ
ス、サーバ名を解決する際に使用できる WINS サーバ、および企業の
イントラネットでファイルを参照する際にユーザに表示されるサーバ
を指定します。

 • [URL リスト名 ] ― ユーザのポータル ページに表示される URL リスト
の名前。URL リストは、ユーザが属するグループに対して設定されま
す。詳細については、「グループ ポリシー：クライアントレス タブ」
を参照してください。

 • [ アイドル タイムアウト ] ― ルータが切断するまでの、セッションがア
イドル状態にある秒数。この値は、ユーザが属するグループに対して
設定されます。詳細については、「グループ ポリシー：全般タブ」を
参照してください。

 • [ セッション タイムアウト ] ― セッションが、終了せずにアクティブ状
態を維持できる 大秒数。この値は、ユーザが属するグループに対し
て設定されます。詳細については、「グループ ポリシー：全般タブ」
を参照してください。
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トラフィック ステータス
 • [ ポート転送名 ] ― この値は、ユーザが属するグループに対して設定さ
れます。詳細については、「グループ ポリシー：シン クライアント タ
ブ」を参照してください。

 • [NBNS リスト名 ] ― この値は、ユーザが属するグループに対して設定
されます。詳細については、「グループ ポリシー：クライアントレス 
タブ」を参照してください。

トラフィック ステータス
このウィンドウには、インターフェイスで監視できるトラフィック タイ
プのツリーが表示されます。トラフィック タイプを監視するには、その
トラフィック タイプを少なくとも 1 つのインターフェイスで有効にしてお
く必要があります。

次のトラフィック タイプのいずれかを [ トラフィック ステータス ] ツリー
から選択できます。

 • Netflow の上位トーカー

 • QoS

 • アプリケーション / プロトコル トラフィック

このタイプは、Network-Based Application Recognition（NBAR）を使
用してトラフィックを監視します。

Netflow の上位トーカー

[設定 ] > [インターフェイスと接続 ] > [インターフェイス /接続の編集 ] の順
にクリックして、Netflow 統計情報を少なくとも 1 つのインターフェイス
で有効に設定してある場合は、Netflow 統計情報を参照できます。[ トラ
フィック ステータス ] ツリーから、[ 上位 N トラフィック フロー] > [ 上位プ
ロトコル ] または [ 上位 N トラフィック フロー] > [ 上位トーカー]（高トラ
フィック ソース）の順に選択します。

注 ルータの Cisco IOS イメージが Netflow をサポートしていない場合は、[ ト
ラフィック ステータス ] ツリーで Netflow の選択項目は使用できません。
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トラフィック ステータス 
上位プロトコル

このウィンドウでは、次のカラムを含む表が表示されます。

 • [ プロトコル ] ― 検査するプロトコル。

 • [ 合計フロー ] ― そのプロトコルに関連付けられたフローの合計数。

 • [ フロー / 秒 ] ― そのプロトコルの 1 秒あたりのアクティブ フロー。

 • [ パケット / フロー ] ― 1 フローごとに送信されるパケット数。

 • [ バイト / パケット ] ― 送信されるパケットごとのバイト数。

 • [ パケット / 秒 ] ― 1 秒ごとに送信されるパケット数。

更新ボタン

フローに関する現在の情報でウィンドウを更新します。

上位トーカー

このウィンドウでは、次のカラムを含む表が表示されます。

 • [ 送信元 IP アドレス ] ― 上位トーカーの送信元 IP アドレス。

送信元 IP アドレスを選択して、[ 送信元アドレスのフロー ステータス ] 
で詳細な情報を確認します。

 • [ パケット ] ― 送信元 IP アドレスから受信した合計パケット数。

 • [ バイト ] ― 送信元 IP アドレスから受信した合計バイト数。

 • [ フロー ] ― 送信元 IP アドレスに関連付けられたフローの数。

注 [設定 ] > [追加タスク ] > [ルータ プロパティ] > [NetFlow] の順にクリックし
て、Netflow の上位トーカーを有効にしていない場合は、上位 10 のトー
カーの統計情報が表示されます。

送信元アドレスのフロー ステータス

この表には、選択した送信元 IP アドレスに関連付けられたフローに関す
る次の情報が表示されます。

 • [ 宛先 IP アドレス ] ― 上位トーカーの宛先 IP アドレス。
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トラフィック ステータス
 • [プロトコル] ― 宛先 IP アドレスと交換されたパケットで使用されるプ
ロトコル。

 • [ パケット数 ] ― 宛先 IP アドレスと交換されたパケットの数。

更新ボタン

フローに関する現在の情報でウィンドウを更新します。

QoS
[QoS ステータス ] ウィンドウでは、QoS が設定されているインターフェイ
ス上のトラフィックのパフォーマンスを監視できます（「QoS ポリシーと
インターフェイスとの関連付け」参照）。また、QoS が設定されていない
インターフェイスの帯域幅の利用状況や送信バイト数も監視できます。
QoS インターフェイスのインバウンド トラフィックを監視する場合、統
計情報はプロトコル レベルでのみ表示されます。QoS が設定されていな
いインターフェイスのプロトコル レベルの統計情報は、両方向のトラ
フィックについて収集されます。

このウィンドウでは、以下の統計情報を監視できます。

 • Cisco CP が定義したトラフィック タイプの帯域幅利用状況

 – 各トラフィック タイプのクラスごとの帯域幅利用状況

 – 各クラスのプロトコルの帯域幅利用状況

帯域幅の利用状況は Kbps 単位で表示されます。

 • 各トラフィック タイプのインバウンド バイト数とアウトバウンド バ
イト数の合計

 – トラフィック タイプに定義されている各クラスのインバウンド バ
イト数とアウトバウンド バイト数

 – 各クラスのプロトコルごとのインバウンド バイト数とアウトバウ
ンド バイト数

値が 1,000,000 を超える場合、グラフでは、バイト数が 1,000,000 の倍
数で表示されることがあります。また、値が 1,000,000,000 を超える場
合は、バイト数が 1,000,000,000 の倍数で表示されることがあります。

 • 各トラフィック タイプの廃棄パケットの統計情報
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トラフィック ステータス 
インターフェイス ― IP/ マスク ― スロット / ポート ― 説明

このエリアには、QoS ポリシーが関連付けられているインターフェイス、
その IP アドレスとサブネット マスク、スロット / ポート情報（ある場
合）、および説明のリストが表示されます。

このリストから監視するインターフェイスを選択します。

表示間隔

統計情報を収集する間隔を次の中から選択します。

 • [ 今すぐ ] ― [ 監視の開始 ] をクリックすると統計情報が収集されます。

 • [1 分ごと ] ― [ 監視の開始 ] をクリックすると統計情報が収集され、1 分
ごとに更新されます。

 • [5 分ごと ] ― [ 監視の開始 ] をクリックすると統計情報が収集され、5 分
ごとに更新されます。

 • [1 時間ごと ] ― [ 監視の開始 ] をクリックすると統計情報が収集され、1 
時間ごとに更新されます。

監視の開始

QoS 統計情報の監視を開始する場合にクリックします。

監視に関する QoS パラメータの選択

監視するトラフィックの方向と統計情報のタイプを選択します。

方向

[ 入力 ] または [ 出力 ] をクリックします。

統計情報

次のいずれかを選択します。

 • 帯域幅

 • バイト

 • 廃棄パケット
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トラフィック ステータス
すべてのトラフィック ― リアルタイム ― ビジネスクリティカル ― 通常

Cisco CP では、選択した統計情報のタイプに基づいて、すべてのトラ
フィック クラスの統計情報が棒グラフで表示されます。十分な統計情報
が存在しないトラフィック タイプについては、棒グラフではなく、メッ
セージが表示されます。

QoS ポリシーとインターフェイスとの関連付け

手順 1 [ インターフェイスと接続 ] > [ インターフェイス / 接続の編集 ] の順にク
リックします。

手順 2 [ インターフェイス リスト ] から、QoS ポリシーと関連付けるインターフェ
イスを選択します。

手順 3 [ 編集 ] ボタンをクリックします。

手順 4 [ アプリケーション サービス ] タブをクリックします。

手順 5 [ インバウンド ] ドロップダウン リストで QoS ポリシーを選択し、イン
ターフェイスのインバウンド トラフィックに関連付けます。

手順 6 [ アウトウンド ] ドロップダウン リストで QoS ポリシーを選択し、イン
ターフェイスのアウトバウンド トラフィックに関連付けます。

アプリケーション / プロトコル トラフィック

このウィンドウでは、プロトコルおよびアプリケーション検出機能である 
Network-Based Application Recognition（NBAR）を使用して、アプリケー
ションおよびプロトコル トラフィックを監視できます。NBAR を使用し
てパケットを分類し、特定のインターフェイスを介したネットワーク ト
ラフィックをさらに効率的に処理できるようにします。

注 ルータの Cisco IOS イメージが NBAR をサポートしていない場合、このス
テータス ウィンドウは使用できません。
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NAC ステータス 
NBAR の有効化

特定のインターフェイスに対する NBAR のステータスを表示するには、
まずそのインターフェイスで NBAR を有効化する必要があります。NBAR 
を有効化するには、次の手順に従ってください。

手順 1 [ インターフェイスと接続 ] > [ インターフェイス / 接続の編集 ] の順にク
リックします。

手順 2 [ インターフェイス リスト ] から NBAR を有効化するインターフェイスを
選択します。

手順 3 [ 編集 ] ボタンをクリックします。

手順 4 [ アプリケーション サービス ] タブをクリックします。

手順 5 [NBAR] チェック ボックスを選択します。

NBAR ステータス 

NBAR ステータス テーブルには、[ インターフェイスの選択 ] ドロップダウ
ン リストから選択したインターフェイスに対する次の統計情報が表示さ
れます。

 • [入力パケット カウント] ― 選択したインターフェイスに受信と表示さ
れたプロトコルのパケット数。

 • [出力パケット カウント] ― 選択したインターフェイスから送信と表示
されたプロトコルのパケット数。

 • [ ビット レート (bps)] ― インターフェイスを通過するトラフィックの
速度（1 秒あたりのビット数）。

NAC ステータス
NAC がルータ上に設定されている場合は、NAC が設定されているルータ、
インターフェイス上の NAC セッション、および選択されたインターフェ
イス上の NAC 統計情報に関するスナップショット情報を、Cisco CP に
よって表示できます。
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NAC ステータス
このウィンドウの先頭の行には、アクティブな NAC セッションの数、初
期化中の NAC セッションの数、およびすべてのアクティブで初期化中の 
NAC セッションをクリアできるボタンが表示されます。

ウィンドウには、関連付けられた NAC ポリシーがあるインターフェイス
が表示されます。

FastEthernet0/0 10.10.15.1/255.255.255.0 0

インターフェイス エントリをクリックすると、そのインターフェイスの
サブネットのホストにインストールされているポスチャ エージェントか
ら返される情報が表示されます。インターフェイス情報の例は次のとおり
です。

10.10.10.5 Remote EAP Policy Infected 12

10.10.10.1 は、ホストの IP アドレスです。Remote EAP Policy は、有効な認
証ポリシーのタイプです。ホストの現在のポスチャは Infected で、ホスト
がアドミッション コントロール プロセスを完了してから 12 分経っていま
す。

注 選択されたサブネットのホストからポスチャ情報が返されない場合は、
ウィンドウのこのエリアには何も表示されません。

認証タイプは次のとおりです。

 • Local Exception Policy ― ルータ上に設定された例外ポリシーを使用し
てホストを検証します。

 • Remote EAP Policy ― ポスチャがホストによって返され、ACS サーバ
によって割り当てられた例外ポリシーが使用されます。

 • Remote Generic Access Policy ― ホストにはポスチャ エージェントが
インストールされておらず、ACS サーバによってエージェントレス ホ
スト ポリシーが割り当てられます。

ホストのポスチャ エージェントからは、次のポスチャ トークンが返され
る場合があります。

 • Healthy ― ホストは既知のウィルスに感染しておらず、 新のウィル
ス定義ファイルがインストールされています。

 • Checkup ― ポスチャ エージェントは、 新のウィルス定義ファイル
がインストールされているかどうかを確認しています。
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ロギング
 • Quarantine ― ホストには、 新のウィルス定義ファイルがインス
トールされていません。ユーザは、 新のウィルス定義ファイルをダ
ウンロードする手順を含む、指定された修復サイトに移動します。

 • Infected ― ホストは既知のウィルスに感染しています。ユーザは、
ウィルス定義ファイルの更新情報を取得する修復サイトに移動しま
す。

 • Unknown ― ホストのポスチャが不明です。

ロギング
Cisco CP には、次のログが用意されています。

 • シスログ（Syslog） ― ルータのログ。

 • ファイアウォール ログ ― ルータにファイアウォールが設定されてい
る場合、このログにはそのファイアウォールによって生成されたエン
トリが記録されます。

 • アプリケーション セキュリティ ログ ― ルータにアプリケーション 
ファイアウォールが設定されている場合、このログにはそのファイア
ウォールによって生成されたエントリが記録されます。

 • SDEE メッセージ ログ ― ルータに SDEE が設定されている場合、この
ログには SDEE メッセージが記録されます。

ログを開くには、そのログ名が記載されたタブをクリックします。

シスログ（Syslog）
ルータには、重大度別に分類したイベントのログが格納されます。これ
は、UNIX のシスログ（syslog）サービスのログと同様です。

注 ログ メッセージがシスログ（syslog）サーバに転送されていても、表示さ
れるのはルータのログです。
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ロギング
ロギング バッファ

ロギング バッファとシスログ（syslog）ロギングが有効になっているかど
うかが表示されます。両方が有効な場合には「有効」というテキストが表
示されます。ロギング バッファが有効な場合、ログ メッセージの保持の
ため一定量のメモリが確保されます。このフィールドの設定は、ルータが
リブートされると保持されません。これらのフィールドの設定がデフォル
ト設定の場合、ロギング バッファ用に 4,096 バイトのメモリが使用されま
す。

ロギング ホスト

ログ メッセージが転送されているシスログ（syslog）ホストの IP アドレス
が表示されます。このフィールドは読み取り専用です。シスログ（syslog）
ホストの IP アドレスを設定するには、[ 追加タスク ] > [ ルータ プロパティ] 
> [ ロギング ] を選択して表示されるウィンドウを使用します。

ロギング レベル ( バッファ )

ルータ上のバッファに対して設定されているロギング レベルが表示され
ます。

ログ内のメッセージ数

ルータのログに保存されているメッセージの合計数が表示されます。

表示するロギング レベルの選択

このフィールドでは、ログ内のメッセージのうちどの重大度レベルのもの
を表示するかを選択します。このフィールドの設定を変更すると、ログ 
メッセージのリストが更新されます。

ログ

[ 表示するロギング レベルの選択 ] フィールドで指定した重大度レベルの
メッセージがすべて表示されます。ログ イベントには次の情報が含まれ
ています。

 • [ 重大度 ] カラム
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ロギング
ログ イベントの重大度が表示されます。重大度は 1 ～ 7 の数値で表さ
れます。数値が小さいほどイベントの重大度は高くなります。各重大
度レベルの説明は次のとおりです。

 – 0 - 緊急

システムが使用不可です。

 – 1 - アラート

直ちに対処が必要です。

 – 2 - 重大

重大な状態が発生しました。

 – 3 - エラー

エラー状態が発生しました。

 – 4 - 警告

警告対象の状態が発生しました。

 – 5 - 通知

特別な意味のある状態が発生しましたが、異常ではありません。

 – 6 - 情報

単なる情報メッセージです。

 – 7 - デバッグ

デバッグ用のメッセージです。

 • [ 時刻 ] カラム

ログ イベントが発生した時刻が表示されます。

 • [ 説明 ] カラム

ログ イベントの説明が表示されます。

更新ボタン

ログの 新の詳細情報と 新のログ エントリが反映されるようにウィン
ドウを更新します。

ログをクリアするボタン

ルータ上のログ バッファからすべてのメッセージが消去されます。
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ロギング
検索ボタン

[ 検索 ] ウィンドウを開きます。[ 検索 ] ウィンドウで、[ 検索 ] フィールドに
テキストを入力して [ 検索 ] ボタンをクリックし、検索テキストを含むす
べてのエントリを表示します。検索では、大文字と小文字が区別されませ
ん。

ファイアウォール ログ

このウィンドウの上部に表示されたログ エントリは、ファイアウォール
により生成されたログ メッセージに基づいています。ファイアウォール
によってログ エントリが生成されるようにするには、アクセス ルールが
呼び出されたときにログ メッセージが生成されるように、個々のアクセ
ス ルールを設定する必要があります。ログ メッセージが生成されるよう
にアクセス ルールを設定する手順については、ヘルプ トピック「ファイ
アウォール上のアクティビティを表示する方法」を参照してください。

ファイアウォールのログ エントリが収集されるようにするには、ルータ
のロギングを設定する必要があります。[ 追加タスク ] > [ ルータ プロパ
ティ] > [ ロギング ] を選択します。[ 編集 ] をクリックして、ロギングを設定
します。ファイアウォールのロギング メッセージを取得するには、デ
バッグ（7）のロギング レベルを設定する必要があります。

ファイアウォール ログ

ファイアウォールによって拒否された接続試行のログを保持するように
ルータを設定している場合は、ファイアウォール ログが表示されます。

ファイアウォールで拒否した試行回数

ファイアウォールで拒否した接続試行の回数が表示されます。

ファイアウォールで拒否した試行表

ファイアウォールで拒否した接続試行のリストが表示されます。この表に
は、次のカラムがあります。

 • [ 時刻 ] カラム

拒否した接続試行のそれぞれの発生時刻が表示されます。

 • [ 説明 ] カラム
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ロギング
拒否された試行について、ログ名、アクセス ルール名または番号、
サービス、送信元アドレス、宛先アドレス、およびパケット数が表示
されます。その例を次に示します。

%SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 100 denied icmp 171.71.225.148->10.77.158.140 (0/0), 3 packets

更新ボタン

ルータに対してポーリングを行い、画面に表示されている情報を 新の情
報で更新します。

検索ボタン

[ 検索 ] ウィンドウを開きます。[ 検索 ] メニューから検索のタイプを選択
し、[ 検索 ] フィールドに適切なテキストを入力し、[ 検索 ] ボタンをクリッ
クして一致するログ エントリを表示します。

検索のタイプは、次のとおりです。

 • [ 送信元 IP アドレス ] ― 攻撃元の IP アドレス。

IP アドレスの一部を入力するだけでもかまいません。

 • [ 送信先 IP アドレス ] ― 攻撃先の IP アドレス。

IP アドレスの一部を入力するだけでもかまいません。

 • [ プロトコル ] ― 攻撃で使用されたネットワーク プロトコル。

 • [ テキスト ] ― ログ エントリ内で検出される任意のテキスト。

検索では、大文字と小文字が区別されません。

上位攻撃の表示 

[ 表示 ] ドロップダウン メニューから次の方法のいずれかを選択して、上位
攻撃に関する情報を表示します。

 • [ 上位攻撃ポート ] ― 送信先ポートによる上位攻撃。

 • [ 上位攻撃者 ] ― 攻撃者の IP アドレスによる上位攻撃。

[ 表示 ] ドロップダウン メニューの下にある上位攻撃の表には、上位攻撃エ
ントリが表示されます。[ 表示 ] ドロップダウン メニューから [ 上位攻撃
ポート ] を選択した場合、上位攻撃の表には次のカラムを持つエントリが
表示されます。

 • [ ポート番号 ] ― 送信先のポート。
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ロギング
 • [ 攻撃数 ] ― 送信先ポートに対する攻撃の数。

 • [拒否されたパケット数 ] ― 送信先ポートへのアクセスを拒否されたパ
ケットの数。

 • [詳細の表示 ] ― 選択したポートに対する攻撃の完全なログを表示する
ウィンドウを開くリンク。

[ 表示 ] ドロップダウン メニューから [ 上位攻撃者 ] を選択した場合、上位
攻撃の表には次のカラムを持つエントリが表示されます。

 • [ 攻撃者の IP アドレス ] ― 攻撃が発信される IP アドレス。

 • [ 攻撃数 ] ― その IP アドレスから送信される攻撃の数。

 • [ 拒否されたパケット数 ] ― IP アドレスから発信され、アクセスを拒否
されたパケットの数。

 • [詳細の表示] ― 選択した IP アドレスから発信された攻撃の完全なログ
を表示するウィンドウを開くリンク。

「管理者以外のビュー」ユーザ アカウントでのファイアウォール監視

ファイアウォールを監視するには、ルータでバッファへのロギングが有効
になっている必要があります。バッファへのロギングが有効になっていな
い場合は、管理者ビュー アカウントまたは非ビュー ベースの権限レベル 
15 のユーザ アカウントを使用して Cisco CP にログインし、ロギングを設
定します。

Cisco CP でロギングを設定するには、[ 追加タスク ] > [ ルータ プロパティ] 
> [ ロギング ] を選択します。

アプリケーション セキュリティ ログ

ロギングが有効になっており、指定したアプリケーションまたはプロトコ
ルからのトラフィックをルータが受信したときに、アラームが生成される
ように指定した場合、これらのアラームがこのウィンドウから表示可能な
ログに収集されます。

アプリケーション セキュリティのログ エントリが収集されるようにする
には、ルータのロギングを設定する必要があります。[ 追加タスク ] > [ ルー
タ プロパティ ] > [ ロギング ] を選択します。[ 編集 ] をクリックして、ロギ
ングを設定します。ファイアウォールのロギング メッセージを取得する
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ロギング
には、情報 （6）以上のロギング レベルを設定する必要があります。すで
にデバッグ（7） のロギングを設定している場合、ログにはアプリケー
ション セキュリティのログ メッセージが含まれます。

次はログ テキストの例です。

*Sep  8 12:23:49.914: %FW-6-DROP_PKT: Dropping im-yahoo pkt 
128.107.252.142:1481 => 216.155.193.139:5050
*Sep  8 12:24:22.762: %FW-6-DROP_PKT: Dropping im-aol pkt 
128.107.252.142:1505 => 205.188.153.121:5190
*Sep  8 12:26:02.090: %FW-6-DROP_PKT: Dropping im-msn pkt 
128.107.252.142:1541 => 65.54.239.80:1863
*Sep  8 11:42:10.959: %APPFW-4-HTTP_PORT_MISUSE_IM: Sig:10006 HTTP 
Instant Messenger detected - Reset - Yahoo Messenger from 
10.10.10.2:1334 to 216.155.194.191:80
*Sep  8 12:27:54.610: %APPFW-4-HTTP_STRICT_PROTOCOL: Sig:15 HTTP 
protocol violation detected - Reset -  HTTP Protocol not detected from 
10.10.10.3:1583 to 66.218.75.184:80
*Sep  8 12:26:14.866: %FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL_START: Start im-yahoo 
session: initiator (10.10.10.3:1548) -- responder (66.163.172.82:5050)
*Sep  8 12:26:15.370: %FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL: Stop im-yahoo session: 
initiator (10.10.10.3:1548) sent 0 bytes -- responder 
(66.163.172.82:5050) sent 0 bytes
*Sep  8 12:24:44.490: %FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL: Stop im-msn session: 
initiator (10.10.10.3:1299) sent 1543 bytes -- responder 
(207.46.2.74:1863) sent 2577 bytes
*Sep  8  11:42:01.323: %APPFW-6-IM_MSN_SESSION: im-msn un-recognized  
service session initiator 14.1.0.1:2000 sends 1364 bytes to responder 
207.46.108.19:1863
*Sep  8  11:42:01.323: %APPFW-6-IM_AOL_SESSION: im-aol text-chat  
service session initiator 14.1.0.1:2009 sends 100 bytes to responder 
216.155.193.184:5050

更新ボタン

ログの 新の詳細情報と 新のログ エントリが反映されるように画面を
更新します。

検索ボタン

[ 検索 ] ウィンドウを開きます。[ 検索 ] ウィンドウで、[ 検索 ] フィールドに
テキストを入力して [ 検索 ] ボタンをクリックし、検索テキストを含むす
べてのエントリを表示します。検索では、大文字と小文字が区別されませ
ん。
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ロギング
SDEE メッセージ ログ

このウィンドウには、ルータが受信した SDEE メッセージのリストが表示
されます。SDEE メッセージは、IPS 設定に変更があったときに生成され
ます。

SDEE メッセージ

表示する SDEE メッセージ タイプを選択します。

 • [ すべて ] ― エラー、ステータス、アラートの各 SDEE メッセージが表
示されます。

 • [ エラー ] － SDEE エラー メッセージだけが表示されます。

 • [ ステータス ] － SDEE ステータス メッセージだけが表示されます。

 • [ アラート ] － SDEE アラート メッセージだけが表示されます。

更新ボタン

新しい SDEE メッセージがあるかどうかチェックする場合にクリックしま
す。

検索ボタン

[ 検索 ] ウィンドウを開きます。[ 検索 ] メニューから検索のタイプを選択
し、[ 検索 ] フィールドに適切なテキストを入力し、[ 検索 ] ボタンをクリッ
クして一致するログ エントリを表示します。

検索のタイプは、次のとおりです。

 • 送信元 IP アドレス

 • 宛先 IP アドレス

 • テキスト

検索では、大文字と小文字が区別されません。

時刻

メッセージを受信した時刻です。
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IPS ステータス 
タイプ

[ エラー ]、[ ステータス ]、および [ アラート ] があります。表示される 
SDEE メッセージについては、「SDEE メッセージ テキスト」を参照してく
ださい。

説明

該当する説明です。

IPS ステータス
このウィンドウは、IPS バージョン 4.x 以前をサポートする Cisco IOS イ
メージがルータで使用されている場合に表示されます。このウィンドウに
は、シグニチャのタイプ別に分類された IPS シグニチャ統計情報の表が表
示されます。次の統計情報が表示されます。

 • [ シグニチャ ID] ― 数字で表されるシグニチャの ID。

 • [ 説明 ] ― シグニチャの説明。

 • [ リスク評価 ] ― 0 ～ 100 の範囲の値であり、ネットワーク上の特定の
イベントに関連付けられたリスクを数値的に表します。

 • [アクション ] ― パケットがシグニチャと一致した場合に実行されるア
クション。

 • [ 送信元 IP アドレス ] ― パケットの発信元ホストの IP アドレス。

 • [ 宛先 IP アドレス ] ― パケットの宛先ホストの IP アドレス。

 • [ ヒット ] ― 一致するパケットの数。

 • [ ドロップ カウント ] ― 一致するパケットのうち破棄された数。

シグニチャを並べ替えるには、並べ替えるシグニチャの統計情報名が表示
されたカラムの先頭をクリックします。

注 シグニチャを並べ替えると、そのシグニチャはタイプ別に分類されなくな
ります。シグニチャをタイプ別に分類された状態に復元するには、[ 更新 ] 
ボタンをクリックします。
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IPS シグニチャ統計情報
アクティブなシグニチャの総数

存在するシグニチャのうち、ルータでアクティブになっているシグニチャ
の総数を表示します。

非アクティブなシグニチャの総数

存在するシグニチャのうち、ルータで非アクティブになっているシグニ
チャの総数を表示します。

更新ボタン

新のシグニチャ統計情報を確認して追加する場合にクリックします。

クリア ボタン

すべてのシグニチャ統計情報のカウンタを 0 に設定する場合にクリックし
ます。

SDEE ログ

クリックすると、SDEE メッセージが表示されます。これらのメッセージ
は、[監視 ] > [ロギング ] > [SDEE メッセージ ログ ] を選択して表示すること
もできます。

IPS シグニチャ統計情報
このウィンドウは、ルータが IOS IPS 5.x 設定を使用している場合に表示
されます。IOS IPS 設定で有効にしたシグニチャごとに統計情報が表示さ
れます。ウィンドウ上部には、シグニチャ設定のスナップショットを示す
シグニチャ合計が表示されます。以下の合計値が表示されます。

 • シグニチャの合計数

 • 有効にしたシグニチャの合計数

 • リタイアにしたシグニチャの合計数

 • コンパイルしたシグニチャの合計数
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IPS Alert Statistics  
更新ボタンおよびクリアボタン

新のシグニチャ統計情報を確認し、反映させるには、[ 更新 ] をクリック
します。すべてのシグニチャ統計カウンタを 0 に設定するには [ クリア ] を
クリックします。

SDEE ログ

クリックすると、SDEE メッセージが表示されます。これらのメッセージ
は、[監視 ] > [ロギング ] > [SDEE メッセージ ログ ] を選択して表示すること
もできます。

シグニチャ リスト エリア

すべてのシグニチャのシグニチャ ID、説明、ヒット数、および廃棄数が
表示されます。シグニチャに一致するパケットが到達した場合は、その送
信元 IP アドレスおよび宛先 IP アドレスも表示されます。

IPS Alert Statistics
[IPS Alert Statistics] ウィンドウには、見やすいように色分けしたアラート
統計情報が表示されます。画面上部には、表示に使用される各色を説明す
る凡例が表示されます。

色 説明

赤 アラートを生成したイベントは、70 ～ 100 の高いリスク評
価（RR）値を持ちます。

マゼンタ アラートを生成したイベントは、40 ～ 69 の中程度のリスク
評価（RR）値を持ちます。

青 アラートを生成したイベントは、0 ～ 39 の低いリスク評価
（RR）値を持ちます。

カラムの見出しをクリックすると、このパラメータ値を基準に表示内容を
並べ替えることができます。たとえば [ シグニチャ ID] の見出しをクリッ
クすると、シグニチャ ID を数値の昇順または降順で並べ替えることがで
きます。次のリストは、各カラムの説明を示します。
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802.1x 認証ステータス
 • [ シグニチャ ID] ― 数字で表されるシグニチャの ID。

 • [ 説明 ] ― シグニチャの説明。

 • [ リスク評価 ] ― 0 ～ 100 の範囲の値であり、ネットワーク上の特定の
イベントに関連付けられたリスクを数値的に表します 

 • [イベント アクション] ― シグニチャに一致するイベントが発生したと
きに IOS IPS が実行するアクション。

 • [ 送信元 IP アドレス ] ― パケットの発信元の IP アドレス。

 • [ 宛先 IP アドレス ] ― パケットの宛先の IP アドレス。悪意あるパケッ
トの場合は、この宛先 IP アドレスはターゲットとみなされます。

 • [ ヒット ] ― 一致するパケットの数。

 • [ ドロップ カウント ] ― 一致するパケットのうち破棄された数。

 • [エンジン] ― このシグニチャに関連付けられているシグニチャ エンジ
ン。

802.1x 認証ステータス

インターフェイスの 802.1x 認証エリア

インターフェイス

802.1x 認証

再認証

802.1x クライアント エリア

クライアントの MAC アドレス

認証ステータス

インターフェイス
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第 章43

ファイル メニューのコマンド

次のオプションは、Cisco Configuration Professional（Cisco CP）の [ ファイ
ル ] メニューから利用できます。

実行コンフィギュレーションを PC に保存
ルータの実行コンフィギュレーション ファイルを PC 上のテキスト ファイ
ルに保存します。

設定をルータに配信する
このウィンドウでは、Cisco CP を使用して変更したあらゆる設定をルータ
に配信できます。Cisco CP の使用による設定変更はいずれも設定を配布す
るまでルータには反映されません。

実行コンフィギュレーションをルータのスタートアップ コンフィギュレーションに保存する

このチェック ボックスを選択すると、Cisco CP で、ウィンドウに表示され
ている設定がルータの実行コンフィギュレーション ファイルとスタート
アップ ファイルの両方に保存されます。実行コンフィギュレーション 
ファイルは一時的なもので、ルータがリブートされると消去されます。
ルータのスタートアップ コンフィギュレーションに設定を保存すると、
リブート後も設定の変更が保持されます。
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スタートアップ コンフィギュレーションに書き込む
Cisco CP が Cisco 7000 ルータの設定に使用されている場合で、実行コン
フィギュレーションに boot network または boot host コマンドと 
service config コマンドがある場合は、[ 実行コンフィギュレーションを
ルータのスタートアップ コンフィギュレーションに保存する ] チェック 
ボックスが無効になります。

キャンセル

設定変更を破棄して [Cisco CP Deliver to Router]（SDM によるルータへの
配信）ダイアログボックスを閉じる場合は、このボタンをクリックしま
す。

ファイルに保存

ウィンドウに表示されている設定の変更をテキスト ファイルに保存する
場合は、このボタンをクリックします。

スタートアップ コンフィギュレーションに書
き込む

ルータの実行コンフィギュレーション ファイルをルータのスタートアッ
プ コンフィギュレーションに書き込みます。

Cisco CP が Cisco 7000 ルータの設定に使用されている場合で、実行コン
フィギュレーションに boot network または boot host コマンドと 
service config コマンドがある場合、このメニュー項目は無効になります。

デフォルトにリセット
「デフォルトにリセット」を参照してください。
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ファイル管理
ファイル管理
このウィンドウを使用すると、Cisco ルータのフラッシュ メモリおよびそ
のルータに接続されている USB フラッシュ デバイスにあるファイル シス
テムを、表示および管理できます。このウィンドウで表示と管理ができる
のは DOSFS ファイル システムだけです。

ウィンドウの左側には、拡張可能なツリーが表示されます。このツリー
は、Cisco ルータのフラッシュ メモリおよびそのルータに接続されている 
USB フラッシュ デバイスにあるディレクトリ システムを表します。

ウィンドウの右側には、ウィンドウの左側で選択されたディレクトリ内に
あるファイルおよびディレクトリの名前のリストが表示されます。また、
各ファイルのサイズがバイト単位で表示され、各ファイルおよび各ディレ
クトリの 終修正日時が表示されます。

ウィンドウの右側に表示されたリストでファイルまたはディレクトリを選
択し、そのリストの上に表示されたコマンドのいずれかを選択できます。

ディレクトリ（フォルダ）は、名前変更または削除ができます。ファイル
は、1 ファイルずつまたは複数ファイルで、コピー、貼り付け、または削
除ができ、名前変更は 1 ファイルずつできます。ただし、これには、次の
制限が課されます。

 • ファイルはコピー元のディレクトリに貼り付けることはできません。

 • ルータのフラッシュから Cisco CP を起動した場合、Cisco CP ファイル
を削除することはできません。

Cisco CP ファイルがコピーである場合や、PC から Cisco CP を起動し
た場合には、SDM ファイルを削除することができます。

 • Cisco CP がルータのフラッシュから起動された場合、Cisco CP ファイ
ルの名前変更はできません。

Cisco CP ファイルがコピーである場合や、PC から Cisco CP を起動し
た場合には、SDM ファイルの名前変更ができます。

 • ルータのフラッシュから Cisco CP を起動した場合、Cisco CP ファイル
を置換（同名のファイルで上書き）することはできません。

Cisco CP ファイルがコピーである場合や、PC から Cisco CP を起動し
た場合には、SDM ファイルを置換することができます。

 • Cisco IOS ソフトウェア ファイルの名前変更はできません。

 • ディレクトリ（フォルダ）はコピーできません。
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ファイル管理
ルータが tftp サーバからブートされている場合は、有効になるファイル操
作制限はありません。

更新ボタン

[ 更新 ] ボタンをクリックすると、Cisco ルータのフラッシュ メモリおよび
そのルータに接続されている USB フラッシュ デバイスから、ディレクト
リおよびファイルの新しいイメージが取得されます。

Format ボタン

Format ボタンをクリックすると、Cisco ルータのフラッシュ メモリまたは
そのルータに接続されている USB フラッシュ デバイスが再フォーマット
されます。Format ボタンが有効になるのは、ウィンドウの左側で、Cisco 
ルータのフラッシュ メモリまたは USB デバイスを表すアイコンを選択し
た場合だけです。

注意 Cisco ルータのフラッシュ メモリまたはそのルータに接続されている USB 
フラッシュ デバイスを再フォーマットすると、そのファイル システム内
のファイルがすべて消去されます。

新規フォルダ ボタン

[ 新規フォルダ ] ボタンをクリックすると、ウィンドウの左側で選択した
ディレクトリ内に、新しいフォルダが作成されます。フォルダ名には、ス
ペースや疑問符（?）は使用できません。

PC からファイルをロード ボタン

[PC からファイルをロード ] ボタンをクリックすると、ローカル PC から
ファイルを選択するウィンドウが開きます。ファイルを選択し、Cisco 
ルータのフラッシュ メモリまたはそのルータに接続した USB フラッシュ 
デバイス上で選択したディレクトリに保存します。Cisco CP のファイル、
およびスペースを使用した名前のファイルは、[PC からファイルをロード ] 
でロードできません。

Cisco CP.tar のような Cisco CP のファイルは、[PC からファイルをロード ] 
でロードできません。Cisco CP のファイルをロードする場合は、[ ツール ] 
> [SDM の更新 ] を使用します。
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ファイル管理
[PC からファイルをロード ] を使用してロードしたブート イメージ ファイ
ルは、現在のブート イメージ ファイルのディレクトリには保存できませ
ん。

コピー ボタン

ウィンドウの右側からファイルを選択し、[ コピー ] ボタンをクリックし
て、そのファイルをコピーします。

貼り付け ボタン

[ コピー] ボタンをクリックしてファイルをコピーしたら、[ 貼り付け ] ボタ
ンをクリックして、別のディレクトリにファイルのコピーを置きます。
ウィンドウの左側で、コピー先のディレクトリを選択します。ファイルの
コピーを、コピー元ファイルと同じディレクトリに置くことはできませ
ん。

名前変更ボタン

ウィンドウの右側からファイルまたはディレクトリを選択し、[ 名前変更 ] 
ボタンをクリックして、その名前を変更します。名前には、スペースや疑
問符（?）は使用できません。

削除ボタン

ウィンドウの右側からファイルまたはディレクトリを選択し、[ 削除 ] ボタ
ンをクリックして、そのファイルを削除します。名前の横に書き込み禁止
アイコンが表示されているファイルは削除できません。

名前

ファイルやディレクトリの名前をアルファベット順に並べ替える場合は、
[ 名前 ] をクリックします。[ 名前 ] をもう一度クリックすると、順序が逆に
なります。
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SDF を PC に保存
サイズ（バイト）

ファイルとディレクトリをサイズ順に並べ替える場合は [ サイズ ( バイト
)] をクリックします。ディレクトリのサイズは、そのディレクトリにファ
イルがあっても、必ずゼロ バイトと表示されます。[ サイズ ( バイト )] を
もう一度クリックすると、順序が逆になります。

修正時刻

ファイルとディレクトリを修正日時の順に並べ替える場合は、[ 修正時刻 ] 
をクリックします。[ 修正時刻 ] をもう一度クリックすると、順序が逆にな
ります。

名前変更

このウィンドウを使用すると、Cisco ルータのフラッシュ メモリまたはそ
のルータに接続されている USB フラッシュ デバイスにあるファイルの名
前を変更できます。

[ 新しい名前 ] フィールドに新しいファイル名を入力します。[ 新しい名前 ] 
フィールドの上に、そのファイルの場所へのパスが表示されます。

新規フォルダ

このウィンドウを使用すると、Cisco ルータのフラッシュ メモリおよびそ
のルータに接続されている USB フラッシュ デバイスにあるディレクトリ 
システムで、新規フォルダの命名および作成ができます。

[ 新しい名前 ] フィールドに新規フォルダ名を入力します。[ フォルダ名 ] 
フィールドの上に、その新規フォルダの場所へのパスが表示されます。

SDF を PC に保存
IPS で作業している場合、作業中のシグニチャ定義ファイル（SDF）を PC 
に保存できます。ファイルの保存先とするディレクトリに移動して [ 保存 ] 
をクリックします。
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終了
終了
Cisco Configuration Professional を終了します。

フラッシュのスクイーズ操作を実行できません
このウィンドウは、ルータに対して erase flash: 操作が実行されたことが
ないために、ルータがフラッシュに対してスクイーズ操作を実行できない
場合に表示されます。このヘルプ トピックでは、erase flash: 操作を実行
する前に必要なファイルをダウンロードする方法、erase flash: を実行する
方法、およびファイルをルータにロードして戻し、その後 Cisco CP と再接
続する方法について説明します。

erase flash: コマンドを実行すると、ルータのフラッシュ メモリから Cisco 
CP および Cisco IOS イメージが削除されるので、ルータとの接続が切断さ
れます。指示に従って Cisco IOS イメージと SDM.tar を Cisco.com から取
得してルータにインストールできるように、このヘルプ トピックの内容
を印刷しておきます。

手順 1 ルータの電源をオフにしないように注意してください。erase flash: 操作
の後にルータの電源がオフになると、メモリにある Cisco IOS イメージが
失われます。

注 erase flash 操作の後にルータの電源がオフになった場合は、次のリ
ンクに記載されている手順に従って回復できます。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis37
00/sw_conf/37_swcf/appendc.htm#xtocid11

手順 2 [ ファイル ] > [ 実行コンフィギュレーションを PC に保存 ] を選択し、ファ
イル名を入力して、ルータの実行コンフィギュレーションを PC 上のファ
イルに保存します。

手順 3 ファイルを保存してルータにコピーできるように、保存先となる TFTP 
サーバを準備します。ここでは、TFTP サーバに対する書き込みアクセス
許可が必要です。TFTP サーバ プログラムをインストールした PC をこの
目的で使用することもできます。
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フラッシュのスクイーズ操作を実行できません
手順 4 tftpcopy コマンドを使用して、Cisco IOS イメージ、SDM.tar ファイル、お
よび SDM.shtml ファイルをフラッシュ メモリから TFTP サーバにコピーし
ます。

copy flash: tftp://tftp サーバのアドレス / ファイル名

例 :
copy flash: tftp://10.10.10.3/SDM.tar 

注 Cisco IOS イメージ、SDM.tar ファイル、および SDM.shtml ファイ
ルをダウンロードする場合は、次の指示に従ってインターネット
接続を使用し、Cisco CP でサポートされている Cisco IOS イメー
ジ、SDM.tar ファイル、および SDM.shtml ファイルをダウンロード
します。その後、これらのファイルを TFTP サーバに配置します。

a. 次のリンクをクリックして、Cisco Software  Center から Cisco IOS イ
メージを取得します。

http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/

b. 12.2(11)T リリース以降で、利用する機能をサポートしているイメージ
を取得します。ルータからアクセスできる TFTP サーバにファイルを
保存します。

c. 次のリンクを使用して、SDM.tar ファイルおよび SDM.shtml ファイル
を取得します。その後、SDM.tar および SDM.shtml を TFTP サーバに
保存します。

http://www.cisco.com/go/sdm

手順 5 PC から、Telnet を使用してルータにログオンし、Enable モードに入りま
す。

手順 6 コマンド erase flash: を入力し、削除操作の続行を確認します。ルータの 
IOS イメージ、コンフィギュレーション ファイル、SDM.tar ファイル、お
よび SDM.shtml ファイルが不揮発性 RAM（NVRAM）から削除されます。

手順 7 tftpcopy コマンドを使用して、まず IOS イメージ、次に SDM.tar ファイル
を TFTP サーバからルータにコピーします。

copy tftp://tftp サーバ アドレス / ファイル名 flash:
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フラッシュのスクイーズ操作を実行できません
例 :
copy tftp://10.10.10.3/ios_image_name flash:
! Replace ios_image_name with actual name of IOS image
copy tftp://10.10.10.3/SDM.tar flash:

手順 8 Web ブラウザを起動し、Cisco CP セッションを開始したときに使用したも
のと同じ IP アドレスを使用して Cisco CP に再接続します。

すでに erase flash: がルータで実行されているので、いつでも必要なとき
に squeeze flash コマンドを実行できます。
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フラッシュのスクイーズ操作を実行できません
43-10
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド

OL-18185-01



 

Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよび

OL-18185-01
第 章44

編集メニューのコマンド

次のオプションは、Cisco Configuration Professional（Cisco CP）の [ 編集 ] 
メニューから利用できます。

設定
この画面では、次の Cisco Configuration Professional のオプションを設定で
きます。

コマンドをルータに配信する前にプレビューする

Cisco CP で、生成された Cisco IOS 設定コマンドのリストを、ルータに配
信する前に表示する場合はこのオプションを選択します。

シグニチャ ファイルをフラッシュに保存する

[ 変更の適用 ] をクリックしたときに、作業中のシグニチャ定義ファイル
（SDF）をルータ フラッシュに保存する場合は、このオプションを選択し
ます。

Cisco CP を終了する前に確認する

これは Cisco CP のデフォルトの動作です。Cisco CP を終了するときに確認
を求めるダイアログボックスを表示する場合は、このオプションを選択し
ます。
44-1
セキュリティ ユーザーズ ガイド      



 

第 44 章     編集メニューのコマンド       

設定
モード / タスクの切り替え時もインターフェイス ステータスの監視を続行する

これは Cisco CP のデフォルトの動作です。[ 監視 ] をクリックし、[ イン
ターフェイス ステータス ] を選択すると、Cisco CP によるインターフェイ
ス ステータスの監視が開始されます。Cisco CP で監視モードを終了したり
他のタスクを実行する場合でも、Cisco CP によるインターフェイスの監視
を続けるには、このチェック ボックスを選択し、Cisco CP で監視するイン
ターフェイスの 大数を指定します。監視できる 大インターフェイス数
は、デフォルトでは 4 つです。
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表示メニューのコマンド

次のオプションは、Cisco Configuration Professional（Cisco CP）の [ 表示 ] 
メニューから使用できます。

ホーム
ルータのハードウェアとソフトウェア、LAN、WAN、ファイアウォール、
および VPN の設定についての情報を提供する Cisco CP ホーム ページを表
示します。

設定
Cisco CP タスク バーを表示します。ここから、指示に従って、または手動
で、インターフェイスと接続、ファイアウォールと ACL、VPN ルーティ
ング、その他のタスクを設定できます。

監視
ルータおよびネットワークの統計を表示できる [Cisco CP Monitor]（SDM 
監視）ウィンドウを表示します。
45-1
セキュリティ ユーザーズ ガイド      



 

第 45 章     表示メニューのコマンド       

実行コンフィギュレーション
実行コンフィギュレーション
ルータの実行コンフィギュレーションを表示します。

show コマンド
[show コマンド ] ダイアログ ボックスを表示します。ここでは、Cisco IOS 
の show コマンドをルータに発行し、その出力の表示と PC への保存がで
きます。出力ファイルは、デフォルト ファイル名である show_< コマンド
>[router_ip_address] で保存されます。

[show コマンド ] ダイアログ ボックスには、show コマンドで得られる次の
出力を表示できます。

 • [show flash] ― ルータのフラッシュ メモリの内容を表示します。

 • [show startup-config] ― ルータのスタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルを表示します。

 • [show access-lists] ― ルータに現在設定されているすべてのアクセス コ
ントロール リスト（ACL）コマンドを表示します。

 • [show diag] ― ルータにインストールされているハードウェアについて
の情報を表示します。

 • [show interfaces] ― 各インターフェイスの設定とそのインターフェイ
スを介して転送されたパケットについての情報を表示します。

 • [show protocols] ― 各インターフェイスに設定されているネットワーク 
プロトコルについての情報を表示します。

 • [show version] ― ルータで稼働している Cisco IOS ソフトウェアのバー
ジョンについての情報を表示します。

 • [show tech-support] ― 他のすべての show コマンドからの出力を表示し
ます。

 • [show environment] ― ルータ電源についての情報を表示します。ルー
タでこのコマンドをサポートしていない場合は、[show コマンド ] ド
ロップダウン リストにこのコマンドが表示されません。
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Cisco CP デフォルト ルール   
Cisco CP デフォルト ルール
[Cisco CP デフォルト ルール ] 画面には、Cisco CP によって設定されている
すべてのデフォルト ルールのリストが表示されます。この画面の左側に
は、アクセス ルール、ファイアウォール、VPN - IKE ポリシー、および 
VPN - トランスフォーム セットのオプションを表示するツリーがありま
す。これらのオプションのデフォルト ルールを表示するには、ツリー内
のオプションをクリックします。オプションのデフォルト ルールが右側
に表示されます。ルールの詳細については、この後のオプションの説明を
参照してください。

アクセス ルール

アクセス コントロール リスト（ACL）のすべてのデフォルト ルールと、
各ルールの簡単な説明を表示します。

ファイアウォール

Cisco CP のアプリケーション セキュリティのデフォルト ポリシーを表示
します。表示するセキュリティ ポリシーは、ウィンドウの右上隅のリス
トで選択します。

 • SDM_HIGH ― このポリシーを選択すると、インスタント メッセージ
ングおよびポイントツーポイント アプリケーションは使用できませ
ん。HTTP および電子メール トラフィックが監視され、そのトラ
フィックが使用するプロトコルに適合しないトラフィックは破棄され
ます。ファイアウォール内で開始されたセッションの、その他の TCP 
および UPD トラフィックは戻されます。

 • SDM_MEDIUM ― このポリシーを選択すると、インスタント メッ
セージングとポイントツーポイントのアプリケーション、および 
HTTP と電子メールのトラフィックが監視されます。ファイアウォー
ル内で開始されたセッションの、その他の TCP および UPD トラ
フィックは戻されます。

 • SDM_LOW ― このポリシーでは、アプリケーションのトラフィックは
監視されません。ファイアウォール内で開始されたセッションの、そ
の他の TCP および UPD トラフィックは戻されます。
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更新
VPN - IKE ポリシー

デフォルトのインターネット キー交換（IKE）ポリシーを表示します。

VPN - トランスフォーム セット

デフォルトの IP セキュリティ（IPSec）トランスフォーム セットを表示し
ます。

更新
設定情報をルータからリロードします。配信されていないコマンドがある
場合、Cisco CP はメッセージ ウィンドウを表示して、更新しないと未配信
のコマンドが失われることを通知します。コマンドを配信する場合は、こ
のウィンドウで [いいえ ] をクリックし、Cisco CP ツールバーの [配信 ] をク
リックします。
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ツール メニューのコマンド

次のオプションは、Cisco Configuration Professional（Cisco CP）の [ ツー
ル ] メニューから使用できます。

Ping
[Ping] ダイアログ ボックスが表示されます。ここでは、別のネットワーク 
デバイスに ping メッセージを送信できます。[Ping] ウィンドウの使用法の
詳細については、「ミラーの生成 ...」を参照してください。

Telnet
Windows の [Telnet] ダイアログ ボックスが表示されます。ここから、
Telnet プロトコルを使用してルータに接続し、Cisco IOS コマンドライン 
インターフェイス（CLI）を利用できます。

セキュリティ監査
Cisco CP の [ セキュリティ監査 ] 画面が表示されます。詳細については、

「セキュリティ監査」を参照してください。
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USB トークンの PIN 設定
USB トークンの PIN 設定
[USB トークンの PIN 設定 ] ダイアログ ボックスでは、ルータに接続され
た USB トークンの PIN を設定できます。

PIN タイプを選択してください

ユーザの PIN を設定する場合は [ ユーザの PIN]、管理者の PIN を設定する
場合は [ 管理者の PIN] を選択します。

ユーザの PIN は、ルータにログインするために使用します。ルータに 
USB トークンを接続し、そのトークンの名前とユーザ PIN が [ 設定 ] > [ セ
キュリティ] > [VPN コンポーネント ] > [パブリック キー インフラストラク
チャ ] > [USB トークン ] での入力内容と一致する場合、自動的にそのルー
タにログインします。

管理者の PIN は、USB トークン メーカーのソフトウェアを使用してその
トークンの設定を管理するために使用します。現在の管理者の PIN を指定
できる場合は、USB トークンの管理者 PIN を変更できます。

トークン名

USB トークンの名前を入力します。

トークン名は、メーカーが設定します。たとえば、Aladdin Knowledge 
Systems が製造した USB トークンには eToken という名前が付いています。

「usbtokenx」という名前も使用できます。この x は USB トークンを接続す
る USB ポートの番号です。たとえば、USB ポート 0 に接続する USB トー
クンは usbtoken0 という名前になります。

現在の PIN

既存のユーザまたは管理者の PIN を入力します。既存の PIN がわからない
場合は、USB トークン メーカーのソフトウェアを使用して調べます。

新しい PIN

USB トークンの新しい PIN を入力します。既存の PIN は、新しい PIN に
置き換えられます。新しい PIN は 6 桁以上でなければなりません。
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ワイヤレス アプリケーション 
確認 PIN

確認のため、新しい PIN を再入力します。

新しい PIN をルータに保存する

新しい PIN を [設定 ] > [セキュリティ] > [VPN コンポーネント ] > [パブリッ
ク キー インフラストラクチャ] > [USB トークン ] のエントリとして保存す
る場合は、[ 新しい PIN をルータに保存する ] チェック ボックスを選択しま
す。同じ名前のエントリが [ 設定 ] > [ セキュリティ ] > [VPN コンポーネン
ト ] > [ パブリック キー インフラストラクチャ] > [USB トークン ] に既に存
在する場合は、新しいエントリに置き換えられます。

[ 新しい PIN をルータに保存する ] チェック ボックスは、ユーザ PIN でのみ
使用できます。

ワイヤレス アプリケーション
ルータが無線インターフェイスを備えている場合は、ワイヤレス アプリ
ケーションを起動して、これらのインターフェイスを設定および監視でき
ます。無線インターフェイスの IP アドレスまたはブリッジの詳細の表示
と設定では Cisco CP を利用できますが、その他のパラメータを設定するに
はワイヤレス アプリケーションを使用する必要があります。

Cisco CP の更新
Cisco CP が自動的に更新を取得してインストールするように設定できま
す。

Cisco.com からの Cisco CP の更新

Cisco CP は Cisco.com から直接更新できます。Cisco CP は Cisco.com で使
用可能なバージョンがあるかどうかをチェックし、現在ルータで稼働して
いるバージョンよりも新しいバージョンがある場合に通知します。ここで
更新ウィザードを使用して Cisco CP を更新できます。

Cisco.com から Cisco CP を更新するには、次の手順に従ってください。
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Cisco CP の更新
手順 1 [ ツール ] メニューの [Update Cisco CP from Cisco.com]（Cisco.com からの 
SDM の更新）を選択します。このオプションを選択すると、更新ウィ
ザードが開始されます。

手順 2 更新ウィザードを使用して、Cisco CP ファイルを取得し、ルータにコピー
します。

ローカル PC からの Cisco CP の更新

Cisco.com からダウンロードした SDM.zip ファイルを使用して Cisco CP を
更新できます。Cisco CP には、必要なファイルをルータにコピーする更新
ウィザードが用意されています。

Cisco CP の実行に使用している PC から Cisco CP を更新するには、次の手
順に従ってください。

手順 1 次の URL から sdm-vnn.zip ファイルをダウンロードします。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/sdm

複数の Cisco CP .zip ファイルがある場合は、バージョン番号が大きいファ
イルを取得します。

手順 2 更新ウィザードを使用して、Cisco CP ファイルを PC からルータにコピー
します。

CD からの Cisco CP の更新

Cisco CP CD がある場合は、その CD を使用してルータの Cisco CP を更新
できます。CD を使用して SDM を更新するには、次の手順に従ってくだ
さい。

手順 1 PC の CD ドライブに Cisco CP CD をセットします。

手順 2 [CD からの Cisco CP の更新 ] を選択し、表示されるテキストを読んだら、
[ 一般手順 ] ウィンドウの [Cisco CP の更新 ] をクリックします。

手順 3 CD 内の SDM-Updates.xml ファイルを探します。ファイルを指定したら、
[ 開く ] をクリックします。
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CCO ログイン 
手順 4 インストール ウィザードの指示に従います。

CCO ログイン
この Web ページにアクセスするには、CCO ログインとパスワードを入力
する必要があります。ユーザ名とパスワードを入力して、[OK] をクリッ
クします。

CCO ログインとパスワードがない場合は、Web ブラウザを開いて次のシ
スコ Web サイトから取得することができます。

http://www.cisco.com

Web ページを開いたら、[ ユーザ登録 ] をクリックして必要情報を入力し、
ユーザ名とパスワードを取得します。その後、この操作を再実行してくだ
さい。
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CCO ログイン
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記号と数字

3DES トリプル DES。3 つの 56 ビット DES 暗号キー（したがって、実際のキー
長は 168 ビット）をすばやく連続して使用する暗号化アルゴリズム。ま
た、2 つの 56 ビット DES キーを使用し、そのどちらかを 2 度使用する方
法もあります。この場合、キーの実際の長さは 112 ビットになります。
トリプル DES を合法的に使用できるのは、米国内に限られます。「DES」
を参照してください。

802.1x 802.1x は、メディアレベルのアクセス コントロールに関する IEEE 標準
です。ユーザまたはマシンの ID に基づき、ネットワーク接続の許可また
は拒否、VLAN アクセスの制御、およびトラフィック ポリシーの適用機
能を実現します。

A

AAA 認証（Authentication）、許可（Authorization）、およびアカウンティング
（Accounting）の頭文字。「トリプル A」と読みます。

AAL5-MUX ATM Adaptation Layer 5 Multiplexing。

AAL5-SNAP ATM Adaptation Layer 5 Subnetwork Access Protocol。

ACE アクセス コントロール エントリ。ACL のエントリであり、送信元のホス
トまたはネットワークのほか、このホストからのトラフィックが許可ま
たは拒否されるかを指定します。ACE では宛先ホストまたはネットワー
ク、およびトラフィック タイプを指定することもできます。
GL-1
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ACL アクセス コントロール リスト。デバイスに関する情報であり、そのデバ
イスまたはそのデバイスが属しているネットワークへのアクセスを許可
するエンティティを指定します。アクセス コントロール リストは、1 つ
以上のアクセス コントロール エントリ（ACE）によって構成されます。

ACS Cisco Secure Access Control Server。RADIUS サーバまたは TACACS+ サー
バの実装が可能な Cisco ソフトウェア。ACS には、Easy VPN、NAC、お
よびネットワークへのアクセスを制御するその他の機能によって使用さ
れるポリシー データベースが保存されます。

ADSL 非対称デジタル加入者線。

AES Advanced Encryption Standard。

AES-CCMP Advanced Encryption Standard-Counter Mode with Cipher Block Chaining 
Message Authentication Code Protocol。AES-CCMP は、Wi-Fi Protected 
Access 2（WPA2）および IEEE 802.11i ワイヤレス LAN セキュリティで必
要です。

AH 認証ヘッダー。これは、ほとんどのネットワークでは ESP より重要度の
低い、古い IPSec プロトコルです。AH は認証サービスを提供しますが、
暗号化サービスは提供できません。認証と暗号化の両方が可能な ESP を
サポートしていない IPSec ピアとの互換性を保証するために提供されて
います。

AH-MD5-HMAC MD5（HMAC の一種）ハッシュ アルゴリズムを使用する認証ヘッダー。

AH-SHA-HMAC SHA（HMAC の一種）ハッシュ アルゴリズムを使用する認証ヘッダー。

AHP 認証ヘッダー プロトコル。送信元ホストの認証とデータの整合性を提供
するプロトコル。データの機密性は提供しません。

AMI Alternate Mark Inversion。

ARP アドレス解決プロトコル。ノード ハードウェア アドレス（MAC アドレ
スと呼ばれる）を IP アドレスにマッピングする下位層の TCP/IP プロト
コルです。
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用語集
ASA アダプティブ セキュリティ アルゴリズム。各内部システムとアプリケー
ションのための、明示的な設定のない一方向（内部から外部へ）の接続
を可能にします。

ATM 非同期転送モード。複数のサービス タイプ（音声、ビデオ、データな
ど）を 53 バイトの固定長セルで伝送するセル リレーの国際標準。固定長
セルの採用により、セルの処理をハードウェアで行うことが可能になる
ため、伝送遅延が低減されます。

B

BC 認定バースト。BC は、スケジューリングの問題を発生させることなく、
特定の時間単位内に送信できるトラフィック量を 1 バーストあたりの
ビット数（またはバイト数）で指定する QoS ポリシング パラメータで
す。

BE 超過バースト。BE は、すべてのトラフィックでレート制限を超える状態
が発生しない範囲の 大トラフィック量を指定する QoS ポリシング パラ
メータです。通常のバースト サイズから超過バースト サイズまでの範囲
のトラフィックは、レート制限を超える可能性があります。この確率は
バースト サイズが増えるにつれて高くなります。

BOOTP Bootstrap Protocol。ネットワーク ノードがネットワーク ブート時にイー
サネット インターフェイスの IP アドレスを取得するために使用するプロ
トコルです。

BSSID Basic Service Set Identifier。BSSID は 802.11g 無線で使用する識別子です。
MAC アドレスと同様の機能を持ちます。

C

C3PL Cisco Common Classification Policy Language。C3PL は機能固有の設定コ
マンドの代わりに使用できる、構造化された言語です。これを使用する
と、イベント、条件、およびアクションに関する設定機能を表現できま
す。
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CA 認証機関。デジタル証明書の発行および取り消しを行う、信頼できる第
三者機関。公証機関または認証局と呼ばれることもあります。特定の CA 
のドメイン内では、デバイスは各自の証明書と CA のパブリック キーが
あればそのドメイン内の他のデバイスを認証できます。

CA サーバ 証明機関サーバ。デジタル証明書の発行と取り消しに使用されるネット
ワーク ホストです。

CA 証明書 ある認証機関（CA）が別の認証機関に与えたデジタル証明書。

CBAC コンテキストベース アクセス コントロール。各アプリケーションおよび
ネットワーク周辺のすべてのトラフィックを内部ユーザが安全にアクセ
ス制御できるようにするプロトコル。CBAC は送信元と宛先のアドレス
を調べて、各アプリケーション接続のステータスを追跡します。

CBWFQ Class-Based Weighted Fair Queuing。CBWFQ はユーザ定義のトラフィック 
クラスをサポートします。CBWFQ では、プロトコル、アクセス コント
ロール リスト（ACL）、入力インターフェイスなどの一致条件に基づい
てトラフィック クラスを定義します。

CDP Cisco ディスカバリ プロトコル。メディアおよびプロトコルに依存しな
いデバイス ディスカバリ プロトコルであり、Cisco 製のすべてのルータ、
アクセス サーバ、ブリッジ、およびスイッチ上で動作します。CDP を使
用することで、デバイスはその存在を他のデバイスに通知して、同じ 
LAN 上または WAN のリモート側にある他のデバイスに関する情報を受
信できます。

CDP 証明書失効リスト配信ポイント。証明書失効リストを取得する場所です。
通常、CDP は HTTP または LDAP URL として指定されます。
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CEP Certificate Enrollment Protocol。証明書管理プロトコル。CEP は、IETF
（インターネット技術特別調査委員会）に提案された標準である CRS
（Certificate Request Syntax）の初期の実装です。デバイスと CA の通信方
法を規定します。たとえば、CA のパブリック キーの取得方法、CA への
デバイスの登録方法、証明書失効リスト（CRL）の受信方法などです。
CEP はキー コンポーネント技術として PKCS（Public Key Cryptography 
Standard）7 および 10 を使用します。IETF の PKIX（Public Key 
Infrastructure working group）がこれらの機能のためのプロトコル（CRS 
またはこれと同等のプロトコル）の標準化に取り組んでいます。IETF 標
準が確定次第、Cisco はその標準のサポートを追加します。CEP は Cisco 
Systems と VeriSign, Inc. が共同開発したものです。

CET Cisco 暗号化技術。Cisco IOS Release 11.2 で導入された、独自のネット
ワーク層の暗号化方式。CET は IP パケット レベルでネットワーク デー
タの暗号化を実現し、標準として DH、DSS、40 ビット DES、および 56 
ビット DES を実装します。

CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol。PPP カプセル化を使用する
回線でサポートされるセキュリティ機能で、不正アクセスを防止します。
CHAP 自体が不正アクセスを防止するわけではなく、リモート エンドを
識別するだけです。次に、ルータまたはアクセス サーバが、そのユーザ
にアクセスが許可されているかどうかを判断します。「PAP」も参照して
ください。

chargen Character Generation。TCP 経由の場合、クライアントによって停止され
るまで文字の連続ストリームを送信するサービス。UDP 経由の場合、
サーバは、クライアントがデータグラムを送信するたびにランダムな数
の文字を送信します。

CIR Committed Information Rate。適用される、設定済みの長期平均認定レー
ト。

Cisco CP Cisco Configuration Professional。Cisco CP は、ルータ上で LAN、WAN、
およびセキュリティ機能を設定できるインターネット ブラウザベースの
ソフトウェア ツールです。

CLI コマンド ライン インターフェイス。ルータに対する設定や監視コマンド
の入力に使用される主要なインターフェイス。CLI から入力できるコマ
ンドの詳細については、現在設定しているルータの設定ガイドを参照し
てください。
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CM WAAS セントラル マネージャ。WAE-E が WAE-C と通信できるようにす
るには、その WAE-E を WAAS CM に登録する必要があります。

CME Cisco Call Manager Express。CME は VoIP（Voice over IP）ゲートウェイに
コール処理のサービスを提供します。

CNS Cisco Networking Services。スケーラブルなネットワークの導入、設定、
サービス保証監視、およびサービス配信をサポートするサービス スイー
トです。

comp-lzs IP 圧縮アルゴリズム。

cookie ユーザ設定などの情報を永続ストレージに格納したり取得したりする 
Web ブラウザ機能。Netscape と Internet Explorer では、cookie はローカル 
ハード ドライブに保存される小さいテキスト ファイルです。このファイ
ルは、次回 Java アプレットを実行したとき、または Web サイトにアクセ
スしたときにロードできます。この方法を使用すると、ユーザ固有の情
報をセッション間で保持できます。cookie の 大サイズは約 4KB です。

CPE 顧客宅内機器。

CRL 証明書失効リスト。期限切れではないが失効したデジタル証明書の、認
証機関（CA）によって管理および署名されるリストです。

cTCP Cisco Tunneling Control Protocol。cTCP は TCP over IPSec や TCP トラバー
サルとも呼ばれます。cTCP は、ESP トラフィックおよび IKE トラフィッ
クを TCP ヘッダーにカプセル化するプロトコルです。クライアントと
サーバまたはヘッドエンド デバイス間のファイアウォールは、このカプ
セル化されたトラフィックを TCP トラフィックとみなして通過を許可し
ます。

D

DES データ暗号化標準。米国の National Institute of Standards and Technology
（NIST）が開発および標準化した標準暗号化アルゴリズム。56 ビットの
秘密暗号キーを使用します。DES アルゴリズムは多くの暗号化標準で採
用されています。
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用語集
DHCP ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル。IP アドレス
をホストにダイナミックに割り当てるメカニズムを提供します。ホスト
で IP アドレスが不要になると、その IP アドレスを再利用できます。

DH、Diffie-Hellman 安全でない通信チャネルを使用して 2 者間で秘密情報を共有できるよう
にするパブリック キー暗号プロトコル。インターネット キー交換（IKE）
でセッション キーを確立するために使用されます。Diffie-Hellman は 
Oakley キー交換のコンポーネントです。

Diffie-Hellman キー

交換

安全でない通信チャネルを使用して 2 者間で秘密情報を共有できるよう
にするパブリック キー暗号プロトコル。インターネット キー交換（IKE）
でセッション キーを確立するために使用されます。Diffie-Hellman は 
Oakley キー交換のコンポーネントです。Cisco IOS ソフトウェアは、768 
ビットおよび 1024 ビットの Diffie-Hellman グループをサポートしていま
す。

DLCI データリンク接続識別子。フレーム リレー接続において、2 つのエンド 
ポイント間の特定のデータリンク接続を識別する値です。

DMVPN ダイナミック マルチポイント VPN。ルータが論理的なハブ アンド ス
ポーク トポロジに配置され、ハブ間がポイントツーポイントの GRE over 
IPSec 接続でつながれている仮想プライベート ネットワーク。DMVPN は 
GRE と NHRP を使用して、パケットがネットワーク内の宛先に転送され
るようにします。

DMZ 非武装地帯。DMZ は、インターネットとプライベート ネットワークの
間にある緩衝地帯です。インターネット上の外部クライアントがアクセ
スする Web、FTP、および電子メール サーバ用に一般に使用されるパブ
リック ネットワークを DMZ として設定できます。これらのパブリック 
アクセス サーバを別の隔離されたネットワークに配置することで、内部
ネットワークのセキュリティが強化されます。

DN 識別名。認証機関ユーザの一意の識別子であり、認証機関から受け取っ
た各証明書に含まれます。通常、DN には、ユーザの通称、会社または
組織の名称、2 文字の国コード、連絡先の電子メール アドレス、電話番
号、部門番号、および居住地などが含まれます。

DNS ドメイン ネーム システム（またはサービス）。文字で構成したドメイン
名を、数字で構成した IP アドレスに変換するインターネット サービス。
GL-7
Cisco Configuration Professional 1.0 ルーティングおよびセキュリティ ユーザーズ ガイド      

OL-18185-01



 
用語集
DPD デッド ピア検知。DPD では、ピアにキープアライブ メッセージを定期的
に送信して、ピアからの応答を確認することで、ピアが現時点でアク
ティブかどうかを判断します。一定の時間内にピアから応答が得られな
い場合は、接続は切断されます。

DRAM ダイナミック ランダム アクセス メモリ。キャパシタ部分に情報が格納さ
れる RAM であり、定期的にリフレッシュする必要があります。

DSCP Differentiated Services Code Point。DSCP マーキングは、QoS 用にトラ
フィックを分類するために使用できます。「NBAR」も参照してくださ
い。

DSLAM デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ。

DSS デジタル署名標準。デジタル署名アルゴリズム（DSA）とも呼ばれます。
DSS アルゴリズムは、暗号署名の多くのパブリック キー標準で採用され
ています。

DVTI Dynamic Virtual Tunnel Interface。DVTI は、さまざまな宛先にトラフィッ
クを選択的に送信できる、ルーティング可能なインターフェイスです。
物理インターフェイスに対する DVTI のマッピングはスタティックでは
ありません。そのため、あらゆる物理インターフェイスで暗号化した
データを送受信できます。

E

E1 2.048 Mbps の速度でデータを伝送する、ヨーロッパで広く使用されてい
る広域デジタル伝送方式。

EAP-FAST Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure 
Tunneling。Cisco Systems が開発した、802.1x EAP の一種。強力なパス
ワード ポリシーを適用できないお客様でも、デジタル証明書を必要とし
ない種類の 802.1x EAP を展開できるようにします。

EAPoUDP Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol。EOU と省略
表記されることもあります。ポスチャの検証を実行するためにクライア
ントと NAD が使用するプロトコル。
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用語集
Easy VPN Cisco Unified Client Framework をベースにした VPN 集中管理ソリュー
ション。Cisco Easy VPN は、Cisco Easy VPN リモート クライアントと 
Cisco Easy VPN サーバの 2 つのコンポーネントから設定されています。

eDonkey eDonkey 2000 または ED2K とも呼ばれる、巨大なピアツーピア ファイル
共有ネットワーク。eDonkey は Multisource File Transmission Protocol

（MFTP）を実装しています。

EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol。Cisco Systems が開発した 
IGRP の拡張版。収束特性と運用効率に優れており、リンク ステート プ
ロトコルとディスタンス ベクタ プロトコルの利点を併せ持っています。

ERR イベント リスク評価。ユーザが誤検知の可能性を 小化するために選択
するアクションのレベルを制御します。

ESP Encapsulating Security Payload。データの整合性と機密性の両方を提供す
る IPSec プロトコル。Encapsulating Security Payload とも呼ばれる ESP は、
機密性、データ発信元認証、リプレイ検出、コネクションレスの整合性、
部分的なシーケンスの整合性、および限定的なトラフィック フローの機
密性を提供します。

esp-3des 168 ビットの DES 暗号化アルゴリズム（3DES またはトリプル DES）を
使用する ESP（Encapsulating Security Payload）トランスフォーム。

esp-des 56 ビットの DES 暗号化アルゴリズムを使用する ESP（Encapsulating 
Security Payload）トランスフォーム。

ESP-MD5-HMAC MD5 の変形である SHA 認証アルゴリズムを使用する ESP（Encapsulating 
Security Payload）トランスフォーム。

esp-null 暗号化も機密性も提供しない ESP（Encapsulating Security Payload）トラ
ンスフォーム。

ESP-SHA-HMAC HMAC の変形である SHA 認証アルゴリズムを使用する ESP
（Encapsulating Security Payload）トランスフォーム。

ESP_SEAL  160 ビット キーの SEAL（Software Encryption Algorithm）暗号化アルゴ
リズムを使用する ESP。この機能は、12.3(7)T で導入されました。この
機能を使用するには、ルータでハードウェア IPSec 暗号化を無効にする
必要があります。
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F

Fasttrack 接続されたピア（スーパーノードと呼ぶ）に、インデックス機能が動的
に割り当てられるファイル共有ネットワーク。

Finger ユーザに特定のインターネット サイトのアカウントがあるかどうかを確
認するソフトウェア ツール。多くのサイトでは、インバウンド Finger 要
求は許可されません。

FTP ファイル転送プロトコル。TCP/IP プロトコル スタックの一部で、ホスト
間のファイル転送に使用されます。

G

G.SHDSL G.991.2 とも呼ばれます。国際電気通信連合が規定した対称型 DSL の国
際標準です。G.SHDSL では、1 対の銅線を使用して、高速の対称データ 
ストリームを 192 kbps ～ 2.31 Mbps の速度で送受信できます。

Gnutella 分散型 P2P ファイル共有プロトコル。ユーザはインストールした 
Gnutella クライアントを使用することで、インターネット上のファイル
を検索、ダウンロード、およびアップロードできます。

GRE ジェネリック ルーティング カプセル化。Cisco が開発したトンネリング 
プロトコルであり、IP トンネル内のさまざまなタイプのプロトコル パ
ケットをカプセル化し、IP インターネットワーク上にリモートの Cisco 
ルータへの仮想ポイントツーポイント リンクを確立できます。シングル
プロトコルのバックボーン環境にマルチプロトコル サブネットワークを
接続して、GRE を使用した IP トンネリングを利用すれば、シングルプロ
トコルのバックボーン環境にまたがるネットワーク拡張が可能になりま
す。

GRE over IPSec この技術では、IPSec を使用して GRE パケットを暗号化します。
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H

H.323 ローカル エリア ネットワーク（LAN）などのパケット交換型ネットワー
ク上でのビデオ会議、およびインターネット上でのビデオの送受信を可
能にする ITU-T 標準。

HDLC ハイレベル データリンク コントロール。ISO（国際標準化機構）が標準
化したビット指向の同期データ リンク層プロトコル。フレーム文字と
チェックサムを使用した同期シリアル リンク上でのデータ カプセル化方
式を指定します。

HMAC ハッシュベースのメッセージ認証コード。HMAC は暗号ハッシュ関数を
使用したメッセージ認証メカニズムです。MD5、SHA-1 などの反復暗号
ハッシュ関数および秘密共有キーと組み合わせて使用できます。HMAC 
の暗号の強度は、使用されるハッシュ関数の特性によって異なります。

HMAC-MD5 ハッシュ メッセージ認証コードと MD5 の組み合わせ（RFC 2104）。キー
付きの MD5 であり、送信者と受信者は共有プライベート キーを使用し
て転送情報を検証できます。

HTTP

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol、Hypertext Transfer Protocol, Secure。Web ブラ
ウザおよび Web サーバがテキストファイルやグラフィック ファイルなど
を転送するために使用するプロトコルです。

I

ICMP インターネット制御メッセージ プロトコル。ネットワーク層のインター
ネット プロトコルで、エラーを通知し、IP パケット処理に関するその他
の情報を提供します。

IDM IDS デバイス マネージャ。IDS センサの管理に使用されるソフトウェア
です。

IDS 侵入検知システム。Cisco IPS は、ネットワーク トラフィックをリアルタ
イムに分析し、シグニチャ ライブラリと照合することによって異常や悪
用を検出します。不正なアクティビティまたは異常を検出すると、その
状態を終結させてトラフィックによるホスト攻撃をブロックし、IDM に
アラートを送信します。
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IDS センサ IDS センサは、Cisco IDS が実行されているハードウェアです。スタンド
アロン デバイスとして、またはルータにインストールされたネットワー
ク モジュールとして使用できます。

IEEE 米国電気電子学会。

IETF インターネット技術特別調査委員会。

IGMP Internet Group Management Protocol。IPv4 システムが IP マルチキャスト
のメンバ情報を隣接マルチキャスト ルータに通知するために使用するプ
ロトコルです。

IKE インターネット キー交換。IPSec およびその他の標準とともに使用され
るキー管理プロトコルの標準。IPSec は IKE を使用しないように設定で
きますが、IKE を使用した方が IPSec 標準の機能と柔軟性が向上し、設
定が容易になります。IKE は IPSec ピアの認証と、IPSec キーおよび 
IPSec セキュリティ アソシエーションのネゴシエーションを行います。

IPSec トラフィックを通過させるには、各ルータ / ファイアウォール / ホ
ストでピアの識別情報を確認できる必要があります。これは、手動で事
前共有キーを両方のホストに入力するか、または CA サービスによって
可能です。IKE は、Internet Security Association and Key Management 
Protocol（ISAKMP）フレームワークの内部に Oaklay と Skeme のキー交
換を実装したハイブリッド プロトコルです。ISAKMP、Oakley、および 
Skeme は、IKE によって実装されるセキュリティ プロトコルです。

IKE ネゴシエーショ

ン

安全でないネットワーク上でプライベート キーを安全に交換するための
方法。

IKE プロファイル ISAKMP パラメータのグループ。他の IP セキュリティ トンネルにマッピ
ング可能です。

IM インスタント メッセージング。発信者と受信者の双方が同時にオンライ
ン化できる、リアルタイム通信サービスです。一般的な IM サービスに
は Yahoo! Messenger（YM）、Microsoft Networks Messenger、AOL Instant 
Messenger（AIM）などがあります。
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IMAP Internet Message Access Protocol。電子メール サーバと通信するクライア
ントによって使用されるプロトコルです。IMAP は RFC 2060 で定義され
ており、クライアントはこれによって電子メール サーバ上のメッセージ
を取得するだけでなく、メッセージの削除、メッセージのステータス変
更、その他のメッセージ操作が可能です。

IOS Cisco IOS ソフトウェア。CiscoFusion アーキテクチャに基づくすべての
製品に共通の機能、スケーラビリティ、およびセキュリティを提供する 
Cisco システム ソフトウェア。Cisco IOS を使用すると、広範なプロトコ
ル、メディア、サービス、およびプラットフォームがサポートされるだ
けでなく、インターネットワークのインストールと管理が中央に統合さ
れ、自動化されます。

IOS IPS

IPS

Cisco IOS 侵入防止システム。IOS IPS は、トラフィックを侵入シグニ
チャの広範なデータベースと照合して、侵入パケットを廃棄し、設定に
基づいてその他のアクションを実行できます。シグニチャは、この機能
をサポートする IOS イメージに組み込まれています。追加のシグニチャ
はローカルまたはリモートのシグニチャ ファイルに格納できます。

IP インターネット プロトコル。インターネット プロトコルは、世界で も
よく知られているオープンシステム（非専有）プロトコル スイートで
す。相互接続された任意のネットワーク上での通信に使用でき、LAN 通
信にも WAN 通信にも適しています。

IP アドレス IP（バージョン 4）アドレスは 32 ビット長、つまり 4 バイト長です。こ
のアドレス「空間」は、ネットワーク番号、オプションのサブネット
ワーク番号、およびホスト番号の指定に使用されます。32 ビットを 4 つ
のオクテット（8 バイナリ ビット）に分けて、ピリオドつまり「ドット」
で区切った 4 つの 10 進数で表現します。ネットワーク番号、サブネット
ワーク番号、およびホスト番号を示すアドレス部分は、サブネット マス
クで示されます。

IPSec ピア間のデータ機密性、データ整合性、およびデータ認証を提供する
オープン標準のフレームワーク。これらのセキュリティ サービスは IP 層
で提供されます。IPSec では、IKE を使用して、ローカル ポリシーに基
づいてプロトコルとアルゴリズムのネゴシエーションを処理し、IPSec で
使用する暗号キーと認証キーを生成します。IPSec は、1 対のホスト間、
1 対のセキュリティ ゲートウェイ間、またはセキュリティ ゲートウェイ
とホスト間のデータ フローを保護する目的に使用できます。
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IPSec ポリシー Cisco CP では、IPSec ポリシーは VPN 接続に関連付けられた暗号マップ
の名前付きセットです。

IPSec ルール IPSec で保護するトラフィックを指定するために使用されるルール。

IRB Integrated Routing and Bridging。IRB では、1 つのスイッチ ルータ内にお
いて、経路選択済みインターフェイスとブリッジ グループ間で、所定の
プロトコルをルーティングできます。

ISAKMP Internet Security Association Key Management Protocol は、IKE の基礎です。
通信中のピアの認証、セキュリティ アソシエーションの作成と管理、お
よびキー生成方法の定義などを行います。

K

Kazaa2 ピアツーピアのファイル共有サービス。

L

L2F プロトコル レイヤ 2 転送プロトコル。インターネット上の安全なバーチャル プライ
ベート ダイヤルアップ ネットワークの構築をサポートするプロトコルで
す。

L2TP レイヤ 2 トンネリング プロトコル。RFC 2661 で定義されている IETF
（インターネット技術特別調査委員会）標準のトラック プロトコルであ
り、PPP のトンネリングを提供します。L2F と PPTP のすぐれた機能を
ベースにして、業界全体で使用できる VPDN の実装方法を提供します。
L2TP は IPSec の代替として提案されていますが、認証サービスを提供す
るために IPSsec と組み合わせて使用されることもあります。

LAC L2TP アクセス コンセントレータ。リモート システムへのコール、およ
びリモート システムと LNS 間のトンネリング PPP セッションを終端する
デバイスです。
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LAN ローカル エリア ネットワーク。一定の場所に常設したネットワーク、ま
たは 1 つの組織に属するネットワーク。必須ではありませんが、通常は 
IP プロトコルを使用します。その他のインターネット プロトコルを使用
する場合もあります。グローバル インターネットではありません。「イ
ントラネット」、「ネットワーク」、「インターネット」も参照してくださ
い。

LAPB 平衡型リンク アクセス手順。

LBO Line Build Out。

LEFS ローエンド ファイル システム。

LLQ 低遅延キューイング（LLQ）では、遅延の影響が大きいデータ（音声な
ど）を他のトラフィックより優先的に処理し、他のキューにあるパケッ
トのキューイング解除よりも先にこのようなデータをキューイング解除
して送信できます。

LNS L2TP ネットワーク サーバ。LAC からの L2TP トンネルの終端、および 
L2TP データ セッションを介したリモート システムへの PPP セッション
の終端が可能なデバイスです。

M

MAC メッセージ認証コード。メッセージの信頼性を確認するために使用され
る暗号チェックサム。「ハッシュ」を参照してください。

MD5 Message Digest 5。128 ビットのハッシュ値を生成する単方向のハッシュ
関数。MD5 と SHA（Secure Hashing Algorithm）は MD4 の変形であり、
MD4 のハッシュ アルゴリズムのセキュリティを強化するように設計され
ています。Cisco は IPSec フレームワーク内での認証にハッシュを使用し
ています。MD5 は通信の整合性を検証し、通信の発信元を認証します。

MD5 Message Digest 5。128 ビットのハッシュ値を生成する単方向のハッシュ 
アルゴリズム。MD5 と SHA（Secure Hash Algorithm）は MD4 の変形であ
り、MD4 のハッシュ アルゴリズムのセキュリティを強化するように設計
されています。Cisco は IPSec フレームワーク内での認証にハッシュを使
用しています。SNMP v.2 ではメッセージ認証にも使用されます。MD5 
は通信の整合性の検証、送信元の認証、適時性の確認などを行います。
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mGRE マルチポイント GRE。

MTU 大伝送ユニット。インターフェイスが送受信できる 大パケット サイ
ズ（バイト単位）です。

N

NAC ネットワーク アドミッション コントロール。コンピュータ ウィルスの侵
入を防ぐために、ネットワークへのアクセスを制御する方式です。NAC 
は、さまざまなプロトコルやソフトウェア製品を使用して、ネットワー
クへのログオンを試みるホストの状態を評価し、そのホストの状態を示
すポスチャに基づいて要求を処理します。感染したホストは検疫に回さ
れ、ウィルス防止ソフトウェアがアップデートされていないホストは
アップデート版の取得が指示されます。また、感染しておらず、ウィル
ス防止ソフトウェアもアップデートされているホストは、ネットワーク
に入ることを許可されます。「ACL」、「ポスチャ」、「EAPoUDP」も参照
してください。

NAD ネットワーク アクセス デバイス。NAC 実装で、ネットワークへのログ
オンを求めるホストの要求を受信するデバイス。NAD（通常はルータ）
は、ポスチャ エージェント ソフトウェア（ホストで稼働）、ウィルス防
止ソフトウェア、ネットワーク上の ACS およびポスチャ / 修復サーバと
ともに動作し、コンピュータ ウィルスの感染を予防するため、ネット
ワークへのアクセスを制御します。

NAS ネットワーク アクセス サーバ。インターネットと公衆交換電話網
（PSTN）のインターフェイスとなるプラットフォーム。

ネットワークと端末エミュレーション ソフトウェアを使用して非同期デ
バイスを LAN または WAN に接続するゲートウェイ。サポートされてい
るプロトコルの同期ルーティングと非同期ルーティングを実行します。

NAT

ネットワーク アドレ

ス変換

ネットワーク アドレス変換。グローバルに一意の IP アドレスを使用する
必要性をなくすためのメカニズム。NAT は、グローバルに一意でないア
ドレスを持つ組織がインターネットに接続できるように、それらのアド
レスをグローバルにルート指定可能なアドレス空間のアドレスに変換し
ます。
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NBAR Network-based Application Recognition。QoS においてトラフィックの分類
に使用される方式です。

NetFlow ルータがインバウンド パケットをフローに分類できるようにする機能。
多くの場合、フロー内のパケットは同じ方法で扱うことができるので、
この分類によってルータの一部の処理が省略され、スイッチング操作は
高速化されます。

NHRP Next Hop Resolution Protocol。ハブ ルータがサーバであり、スポークがク
ライアントである DMVPN ネットワークで使用されるクライアント /
サーバ プロトコル。ハブは、各スポークのパブリック インターフェイス 
アドレスの NHRP データベースを保持します。各スポークは、ブート時
に自身の実際のアドレスを登録し、宛先スポークの実際のアドレスを 
NHRP データベースに照会して、それらのスポークへの直接トンネルを
構築します。

NTP ネットワーク タイム プロトコル。ネットワーク デバイス上のシステム時
計を同期させるプロトコル。NTP は UDP プロトコルです。

NVRAM 不揮発性ランダム アクセス メモリ。

O

Oakley 認証された当事者が使用できる、プライベート キーを確立するプロトコ
ル。Diffie-Hellman に基づき、ISAKMP の互換性のあるコンポーネントと
なるように設計されています。

OFB 出力フィードバック。暗号化（必須ではないが、通常は DES 暗号化）さ
れた出力を元の入力に戻す IPSec 機能。平文は、対称キーで直接暗号化
されます。これにより、擬似乱数ストリームが生成されます。

OSPF Open Shortest Path First。インターネット コミュニティで RIP の後継とし
て提案された、リンクステート階層型 IGP ルーティング アルゴリズム。
OSPF 機能には、 低コスト ルーティング、マルチパス ルーティング、
負荷分散などがあります。
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P

P2P 「ピアツーピア」を参照してください。

PAD Packet Assembler/Disassembler。特定のプロトコルの全機能をサポートし
ない単純なデバイス（キャラクタモードの端末など）をネットワークに
接続するために使用されるデバイス。PAD は、データのバッファリン
グ、およびエンド デバイスに送信されたパケットの組み立てと分解を行
います。

PAM ポート ツー アプリケーション マッピング。PAM を使用して、ネット
ワーク サービスまたはアプリケーション用の TCP または UDP ポート番
号をカスタマイズできます。PAM ではこの情報を使用し、アプリケー
ションに関連付けて登録されている一般的なポートと異なるポートを使
用しているサービスを実行するネットワーク環境をサポートします。

PAP パスワード認証プロトコル。ピアが互いに相手を認証できるようにする
認証プロトコル。PAP では、パスワードとホスト名またはユーザ名を、
暗号化されていない形式で渡します。「CHAP」も参照してください。

PAT

ダイナミック PAT

ポート アドレス変換。ダイナミック PAT を使用すると、複数のアウトバ
ウンド セッションが 1 つの IP アドレスから開始されているように見せる
ことができます。PAT を有効にすると、ルータは各アウトバウンド変換
スロット（xlate）用に PAT IP アドレスから固有のポート番号を選択しま
す。この機能は、インターネット サービス プロバイダがアウトバウンド
接続用に固有の IP アドレスを十分に割り当てられない場合に役立ちま
す。グローバル プール アドレスがすべて使用されてから PAT アドレスが
使用されます。

PEM Privacy Enhanced Mail 形式。デジタル証明書を保管するための形式です。

PFS 完全転送秘密。非対称キー合意プロトコルの特性であり、1 つのキーを
使用することでセッション全体が危険にさらされることのないように、
セッションの中で時間ごとに異なるキーを使用できるようにします。

ping ホストがネットワーク上でアクセス可能かどうかを確認するために、ホ
スト間で送信される ICMP 要求。

PKCS12 Public Key Cryptography Standard No.12。デジタル証明書情報を保管する
ための形式です。「PEM」も参照してください。
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PKCS7 Public Key Cryptography Standard No. 7。

PKI パブリック キー インフラストラクチャの略。認証機関（CA）と登録機
関（RA）で設定されるシステムであり、証明書管理、アーカイブ管理、
キー管理、トークン管理などの機能によるデータ通信での非対称キー暗
号法の使用をサポートします。

非対称キー交換の標準でもあります。

このタイプのキー交換では、メッセージの受信者はメッセージ内の署名
を信頼することができ、送信者は受信者が復号化できるようにメッセー
ジを暗号化できます。「キー管理」を参照してください。

POP3 Post Office Protocol version 3。電子メール サーバから電子メールを取得す
るためのプロトコルです。

PPP ポイントツーポイント プロトコル。同期および非同期回線上の、ルータ
間の接続およびホストとネットワーク間の接続を可能にするプロトコル。
PPP には、CHAP や PAP などのセキュリティ メカニズムが組み込まれて
います。

PPPoA 非同期転送モード（ATM）を介したポイントツーポイント プロトコル。
主に ADSL の一部として実装される PPPoA は、RFC1483 に依存し、
Logical Link Control-Subnetwork Access Protocol（LLC-SNAP）モードまた
は VC-Mux モードで動作します。

PPPoE PPP over Ethernet。イーサネット フレームでカプセル化された PPP。
PPPoE を使用すると、イーサネット ネットワーク上のホストをブロード
バンド モデム経由でリモート ホストに接続できます。

PPTP ポイントツーポイント トンネリング プロトコル。パケットを TCP/IP 
ベースのネットワーク経由で送信できるように IP データグラムにカプセ
ル化することによって、クライアントが開始するトンネルを作成します。
L2F および L2TP トンネリング プロトコルの代わりに使用できます。
PPTP は Microsoft 独自のプロトコルです。

PVC 相手先固定接続。永続的に確立されている仮想回線。特定の仮想回線が
常に必要な状況で、回線の確立と切断に必要な帯域幅を節約できます。
ATM 用語では、相手先固定接続といいます。
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Q

QoS Quality of Service。指定されたタイプのトラフィックに対して帯域幅を保
証する方法。

R

RA 登録機関。PKI システム内のオプション コンポーネントとして機能する
エンティティであり、認証機関（CA）が証明書の発行時またはその他の
証明書管理機能の実行時に使用する情報を記録または確認します。CA 自
体はすべての RA 機能を実行できますが、CA と RA は一般に別にしま
す。RA が担当する処理は多種多様ですが、識別名の割り当て、トークン
の配信、個人の認証機能の実行などが含まれます。

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service。転送プロトコルとして UDP を
使用する、アクセス サーバの認証およびアカウンティングのプロトコ
ル。「TACACS+」も参照してください。

RCP リモート コピー プロトコル。ユーザが、ネットワーク上のリモート ホス
トまたはサーバに常駐するファイル システムからファイルをコピーした
り、そのファイル システムにファイルをコピーしたりできるプロトコ
ル。RCP プロトコルはデータを確実に転送するために TCP を使用してい
ます。

RFC 1483 ルーティン

グ

 RFC1483 には、ATM ネットワーク上でコネクションレス型ネットワー
クの相互接続トラフィックを伝送する方法として、ルーテッド PDU（プ
ロトコル データ ユニット）とブリッジド PDU の 2 つが記述されていま
す。Cisco CP では、RFC 1483 ルーティングの設定がサポートされ、
AAL5MUX と AAL5SNAP の 2 つのカプセル化タイプを設定できます。

AAL5MUX：AAL5 MUX カプセル化は、1 つの PVC あたり 1 つのプロト
コル（IP または IPX）をサポートします。

AAL5SNAP：AAL5 Logical Link Control/Subnetwork Access Protocol
（LLC/SNAP）カプセル化は、Inverse ARP をサポートし、プロトコル 
データグラムの前に LLC/SNAP を組み込みます。これにより、同じ PVC 
上で複数のプロトコルが使用できます。
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RIP ルーティング インフォメーション プロトコル。ルーティング メトリック
として、パケットが宛先に到達するまでに経由する必要のあるルータの
数を使用するルーティング プロトコルです。

RPC リモート プロシージャ コール。クライアントによって作成または指定さ
れ、サーバ上で実行されるプロシージャ コールであり、その結果はネッ
トワーク経由でクライアントに返されます。「クライアント / サーバ コン
ピューティング」も参照してください。

RR リスク評価。RR は、ネットワーク上の特定のイベントに伴うリスクの高
さを 0 ～ 100 の範囲の数値で表します。

RSA 大きな数の因数分解に基づく暗号キー交換技術で、開発者の Rivest、
Shamir、および Adelman の頭文字を取って名付けられました。RSA は技
術そのものの名前でもあります。暗号化と認証に使用でき、多くのセ
キュリティ プロトコルで採用されています。

RSA キー RSA の非対称キー ペアは、一致するパブリック キーとプライベート 
キーの組み合わせです。

RSA 署名 IPSec で提供される 3 つの認証方式の 1 つ。他の 2 つの方式は、RSA 暗号
化 nonce と事前共有キーです。また、FIPS（Federal Information 
Processing Standards）が認める、デジタル署名の生成と確認のための 3 つ
のアルゴリズムのうちの 1 つでもあります。認められている他の 2 つの
アルゴリズムは DSA と Elliptic Curve DSA です。
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S

SA セキュリティ アソシエーション。特定のトンネルの指定セッションを保
護するために 2 つのピア間で合意されたセキュリティ パラメータのセッ
ト。IKE と IPSec は SA を使用しますが、両方の SA は互いに独立してい
ます。

IPSec SA は単方向であり、各セキュリティ プロトコルにおいて一意で
す。IKE SA は IKE によってのみ使用され、IPSec SA とは違って双方向で
す。IKE は IPSec に代わって SA のネゴシエーションと確立を行います。
ユーザは IPSec SA を手動で確立することもできます。

保護されたデータ パイプに 1 セットの SA が必要であり、プロトコルご
とに 1 方向あたり 1 つ必要です。たとえば、ピア間の ESP（Encapsulating 
Security Protocol）をサポートしているパイプでは、各方向に ESP SA が 1 
つ必要です。SA は宛先（IPSec エンドポイント）アドレス、セキュリ
ティ プロトコル（AH または ESP）、およびセキュリティ パラメータ イ
ンデックス（SPI）によって一意に識別されます。

SAID セキュリティ アソシエーション ID。特定のリンクの SA に割り当てられ
た数値識別子です。

salt 暗号をさらに複雑にするために使用される擬似ランダムな文字列。

SCCP Skinny クライアント制御プロトコル。SCCP は Cisco Systems が独自に開
発した端末制御プロトコルです。SCCP は Skinny クライアントと Cisco 
CallManager 間のメッセージング プロトコルとして使用します。

SDEE Security Device Event Exchange。パケットがシグニチャの特性と一致した
ときに生成されるアラームなどのセキュリティ イベントの通知に使用さ
れるメッセージ プロトコルの 1 つです。

SDF シグニチャ定義ファイル。通常は XML 形式のファイルで、セキュリ
ティ デバイスにシグニチャをロードするために使用できるシグニチャ定
義が含まれています。

SDP  Secure Device Provisioning。SDD では、Trusted Transitive Introduction
（TTI）を使用して、2 つのエンド デバイス間（たとえば、Cisco IOS クラ
イアントと Cisco IOS 証明書サーバ間）に PKI を簡単に導入できます。
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SEAF シグニチャ イベント アクション フィルタ。定義したパラメータに一致す
るイベントからアクションを抽出するフィルタです。たとえば、特定の
攻撃者のアドレスに関連付けられたイベントから、TCP 接続をリセット
するアクションを抽出する SEAF を作成できます。

SEAO シグニチャ イベント アクション オーバーライド。SEAO を使用すると、
アラームなどの IPS イベント アクション タイプにリスク評価（RR）の範
囲を割り当てることができます。アクション タイプに割り当てた範囲の 
RR を持つイベントが発生すると、このアクションがイベントに追加され
ます。前述の例では、アラームがイベントに追加されます。

SEAP Signature Event Action Processor。SEAP を使用すると、イベント リスク評
価（ERR）のフィードバックに基づくフィルタリングおよびオーバーラ
イドを実行できます。

SFR シグニチャの信頼度評価。ターゲットについての特定の情報が存在しな
い場合に、このシグニチャがどれだけ信頼できるかを示す重み付けです。

SHA 一部の暗号化システムでは、MD5 の代わりに Secure Hashing Algorithm を
使用してデジタル署名を生成します。

SHA-1 Secure Hashing Algorithm 1。長さが 264 ビット以下のメッセージから 160 
ビットのメッセージ ダイジェストを生成するアルゴリズム。メッセージ 
ダイジェストが大きいため、総当たり攻撃や反転攻撃に対するセキュリ
ティが強化されます。SHA-1 [NIS94c] は、1994 年に公開された SHA の
修正版です。

SIP Session Initiation Protocol。コール処理セッション、特に 2 者間の電話会
議、つまり「コール」を可能にします。SIP はコール シグナリング対応
の SDP（Session Description Protocol）と連動します。SDP はメディア ス
トリーム用のポートを指定します。SIP を使用すると、ルータは SIP VoIP

（Voice over IP）ゲートウェイと VoIP プロキシ サーバをサポートできま
す。

SMTP シンプルメール転送プロトコル。電子メール サービスを提供するイン
ターネット プロトコルです。

SNMP 簡易ネットワーク管理プロトコル。TCP/IP ネットワーク専用のネット
ワーク管理プロトコル。ネットワーク デバイスの監視および制御と、設
定、統計情報の収集、パフォーマンス、およびセキュリティの管理を行
う手段を提供します。
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SPD Selective Packet Discard。キューの輻輳が発生したときに、ルーティング 
プロトコル パケットやその他の重要なトラフィック制御のレイヤ 2 キー
プアライブに優先権を与えます。

SRB ソースルート ブリッジング。IBM によって開発されたブリッジング方式
であり、トークン リング ネットワークでは広く利用されています。SRB 
ネットワークでは、宛先までのルート全体がリアルタイムに決定されて
から、データが宛先に送信されます。

SSH セキュア シェル。TCP/IP などの信頼性のあるトランスポート層で実行さ
れるアプリケーションであり、強力な認証および暗号化機能を提供しま
す。ルータ コンソールに同時にアクセスできる SSH クライアントは 大 
5 つです。

SSID Service Set Identifier（無線ネットワーク名とも呼ばれます）。無線ネット
ワークの識別に使用する一意の識別子。ステーションが他のステーショ
ンやアクセス ポイントと通信するには SSID が必要です。SSID は 大 32 
文字の英数字で構成します。

SSL セキュア ソケット レイヤ。電子商取引におけるクレジット カード番号の
送信時など、安全なトランザクションを提供するために使用される Web 
用の暗号化技術です。

SSL VPN Secure Socket Layer 仮想プライベート ネットワーク。対応する Cisco ルー
タで SSL VPN を使用すると、リモート クライアントが使用可能なブロー
ドバンドまたは ISP ダイアル接続による暗号化トンネルをインターネッ
ト上に構築することで、リモート クライアントにネットワーク リソース
へのセキュアなアクセスを提供できます。

SSL VPN グループ ポ
リシー

SSL VPN グループ ポリシーでは、これらのポリシーに含まれるユーザの
ためのポータル ページとリンクを定義します。SSL VPN グループ ポリ
シーは、SSL VPN コンテキスト下で設定します。

SSL VPN ゲートウェ

イ

SSL VPN ゲートウェイは、SSL VPN コンテキストに IP アドレスと証明
書を提供します。
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SSL VPN コンテキス

ト

SSL VPN コンテキストは、企業イントラネットをはじめとする各種プラ
イベート ネットワークへの安全なアクセスの設定に必要なリソースを提
供します。SSL VPN コンテキストには、関連する SSL VPN ゲートウェイ
が含まれていなければなりません。SSL VPN コンテキストでは 1 つまた
は複数の SSL VPN グループ ポリシーを採用することができます。

SUNRPC SUN リモート プロシージャ コール。RPC は、クライアントがリモート 
サーバ上でプログラムまたはルーチンを実行できるようにするためのプ
ロトコルです。SUNRPC は当初、SUN Open Network Computing（ONC）
ライブラリに配布されていた RPC バージョンです。

T

T1 T1 リンクは、1.5 Mbps の速度でデータを伝送できるデータ リンクです。

TACACS+ Terminal Access Controller Access Control System plus。転送プロトコルとし
て TCP を使用する、アクセス サーバの認証およびアカウンティングのプ
ロトコル。

TCP 転送制御プロトコル。信頼性のある全二重データ転送を提供する接続指
向のトランスポート層プロトコルです。

TCP Syn Flood 攻撃 Syn Flood 攻撃は、ハッカーが大量の接続要求をサーバに送信した場合に
発生します。これらのメッセージには到達不可能な戻りアドレスが含ま
れているため、接続は確立できません。したがって、未解決のオープン
状態の接続が大量に発生します。これにより、サーバが過負荷状態にな
り、有効な要求に対するサービスが拒否されるため、正規のユーザが 
Web サイトに接続したり、電子メールにアクセスしたり、FTP サービス
を利用したりできなくなる可能性があります。

Telnet インターネットなどの TCP/IP ネットワーク用の端末エミュレーション 
プロトコル。Web サーバをリモートで制御するために一般に使用される
方法です。
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TFTP Trivial File Transfer Protocol。ファイル転送に使用される単純なプロトコ
ルです。UDP 上で実行されます。詳細については、RFC（Request For 
Comments） 1350 を参照してください。

TVR ターゲットの価値評価。TVR は、ユーザにとってのターゲット ホストの
価値を示す、ユーザ定義の値です。これを使用すると、ユーザは重要な
システムに関連するイベントのリスクを高く設定し、価値の低いター
ゲットのイベントのリスクを低く設定できます。

U

UDP ユーザ データグラム プロトコル。TCP/IP プロトコルのコネクションレ
ス型のトランスポート層プロトコルで、インターネット プロトコル ファ
ミリに属しています。

Unity クライアント Unity Easy VPN サーバのクライアント。

URI ユニフォーム リソース識別子。インターネット オブジェクト名をカプセ
ル化し、名前空間の ID を割り当てた形式の識別子です。これにより、登
録済み名前空間におけるユニバーサルな名前セットの名前を持ち、登録
済みのプロトコルまたは名前空間を参照するアドレスを持つメンバを生
成できます。[RFC 1630]

URL Universal Resource Locator。ブラウザを使用してハイパーテキスト文書や
その他のサービスにアクセスするときの標準化されたアドレス指定方法。
次に、2 つの例を示します。

http://www.cisco.com.

ftp://10.10.5.1/netupdates/sig.xml
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V

VCI 仮想チャネル識別子。仮想パスには、個々の接続に対応する複数の仮想
チャネルが存在する場合があります。VCI は使用されているチャネルを
識別します。VPI と VCI の組み合わせによって ATM 接続が識別されま
す。

VFR Virtual Fragment Reassembly。IP フラグメントをブロックできるように、
IOS Firewall が ACL をダイナミックに作成することを可能にします。IP 
フラグメントには、十分な情報が含まれていない場合が多いため、スタ
ティック ACL によるフィルタが適用できないことがあります。 

VoIP Voice over IP。IP ベースのインターネットにより、POTS（従来からある
通常の電話サービス）同様の機能、信頼性、および音質で通常のテレ
フォニー形式の音声を搬送する機能。VoIP により、IP ネットワークを使
用してルータから音声トラフィック（通話呼やファックスなど）を搬送
できるようになります。

VPDN バーチャル プライベート ダイヤルアップ ネットワーク。ホーム ネット
ワークから離れた場所にダイヤルイン ネットワークを配置できるシステ
ムであり、外見上は直接接続されているように見えます。VPDN は L2TP 
と L2F を使用して、ネットワーク接続のレイヤ 2 以上の部分を NAS

（ネットワーク アクセス サーバ）ではなくホーム ゲートウェイで終端し
ます。

VPI 仮想パス識別子。ATM 接続で使用される仮想パスを識別します。

VPN 仮想プライベート ネットワーク。パブリック インフラストラクチャを使
用するユーザに、プライベート ネットワークを使用する場合と同様の
ネットワーク接続を提供します。VPN では、あるネットワークから別の
ネットワークへのすべてのトラフィックを暗号化することにより、IP ト
ラフィックをパブリック TCP/IP ネットワークを介して安全に転送できま
す。VPN はトンネリングを使用して、すべての情報を IP レベルで暗号化
します。
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VPN 接続 サイト間 VPN。サイト間 VPN はピア間の VPN 接続のセットで設定され、
各接続の定義属性には次のデバイス設定情報が含まれています。

-  接続名 
-  IKE ポリシーと事前共有キー（オプション） 
-  IPSec ピア 
-  この接続で保護する 1 つ以上のリモート サブネットまたはホストのリ
スト 
-  暗号化するトラフィックを定義する IPSec ルール 
-  保護するトラフィックの暗号化方法を定義するトランスフォーム セッ
トのリスト 
-  接続を適用するデバイス ネットワーク インターフェイスのリスト

VPN ミラー ポリシー リモート システム上の VPN ポリシーであり、ローカル ポリシーと互換
性のある値と、リモート システムとローカル システム間の VPN 接続を
確立するために必要な値が含まれます。ミラー ポリシーの中には、ロー
カル ポリシーとの値の一致を必要とするものがあります。また、ピアの 
IP アドレスのように、ローカル ポリシーで対応する値とは逆の値とする
ことが必要なものもあります。

サイト間 VPN 接続を設定するときに、リモート管理者が使用するミラー 
ポリシーを作成できます。ミラー ポリシーの生成方法の詳細について
は、「ミラーの生成 ...」を参照してください。

VTI 仮想テンプレート インターフェイス。

vty  仮想端末。一般に、仮想端末回線の意味で使用されています。

W

WAAS Wide Area Application Services。ワイド エリア ネットワークの規模で TCP 
ベースのアプリケーションのパフォーマンスを 適化する、Cisco のソ
リューション。

WAE 広域アプリケーション エンジン。この用語は、WAN の 適化とアプリ
ケーションの高速化を実現する、Cisco のネットワーク アプライアンス
を指します。
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WAE-C WAE-Core。コア WAE コンポーネントは、データセンターのサーバにイ
ンストールします。WAE-C は、ファイル サーバまたはネットワーク接続
ストレージ（NAS）デバイスに直接接続します。

WAE-E WAE-Edge。エッジ WAE はクライアントにインストールします。WAE-E 
はリモート サイトや支店のクライアント要求を処理するファイル キャッ
シング デバイスです。

WAN ワイド エリア ネットワーク。地理的に広範囲にわたるユーザにサービス
を提供するネットワークであり、一般には、一般通信事業者が提供する
転送デバイスが使用されます。「LAN」も参照してください。

WCCP Web Cache Communication Protocol。Web Cache Control Protocol および 
Web Cache Coordination Protocol とも呼ばれます。WCCP では、コンテン
ツ エンジンを使用して Web トラフィックを削減できるので、伝送コスト
を低減でき、Web サーバからのダウンロード時間も短縮できます。

WFQ Weighted Fair Queuing。次の 2 点を同時に処理する、フローベースの
キューイング アルゴリズム。対話型トラフィックをキューの先頭に置く
スケジュールを設定して応答時間を短縮するとともに、高い帯域幅を必
要とするフローどうしで残りの帯域幅を平等に分配します。

WINS Windows Internet Naming Service。特定のネットワーク コンピュータに関
連付けられた IP アドレスを決定する Windows システム。

WMM Wi-Fi Multimedia。Quality of Service（QoS）を扱う IEEE 802.11e のドラフ
ト段階規格。WMM に準拠した機器は、Wi-Fi 無線接続を通じてオーディ
オ、ビデオ、および音声を扱うアプリケーションで高度なユーザ環境を
実現するように設計されています。

WRED 重み付けランダム早期検出。輻輳時に優先度の高いトラフィックの損失
率が他のトラフィックの損失率よりも低くなるようにするキューイング
方式。
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X

X.509 デジタル証明書の標準であり、証明書の構造を規定しています。主な
フィールドは、ID、サブジェクト フィールド、有効期間、パブリック 
キー、CA 署名です。

X.509 証明書 X.509 ガイドラインに従った構造を持つデジタル証明書。

X.509 証明書失効リ

スト（CRL）
失効した証明書の番号のリスト。X.509 CRL は、X.509 で定義されている 
2 つの CRL フォーマットのどちらかに従います。

XAuth IKE Extended Authentication。Xauth を使用すると、Cisco IOS ソフトウェ
アのすべての AAA 認証方式で、IKE 認証フェーズ 1 の交換後にユーザ認
証を別のフェーズで実行できます。ユーザ認証を実行するには、AAA 設
定のリスト名と Xauth 設定のリスト名が一致する必要があります。

Xauth は IKE の拡張であり、IKE 認証に代わるものではありません。

Z

ZPF ゾーンベースのポリシー ファイアウォール。ZPF 構成では、各インター
フェイスはゾーンに割り当てられ、ゾーン間を流れるトラフィックにイ
ンスペクション ポリシーが適用されます。

あ

アクセス コントロー

ル、アクセス コント

ロール ルール

設定に入力される情報であり、インターフェイスへの通過を許可または
拒否するトラフィック タイプを指定できます。デフォルトでは、明示的
に許可されていないトラフィックは拒否されます。アクセス コントロー
ル ルールは、アクセス コントロール エントリ（ACE）で設定されていま
す。

アグレッシブ モード ISAKMP SA を確立するモードであり、2 台以上の IPSec ピア間の IKE 認
証のネゴシエーション（フェーズ 1）が簡略化されます。アグレッシブ 
モードはメイン モードより高速ですが、安全性は低くなります。「メイ
ン モード（クイック モード）」を参照してください。
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アドレス変換 ネットワーク アドレスまたはポートを別のネットワーク アドレスまたは
ポートに変換すること。「IP アドレス」、「NAT」、「PAT」、「スタティック 
PAT」も参照してください。

アルゴリズム 問題解決手順の論理シーケンス。セキュリティ アルゴリズムは、データ
暗号化または認証のどちらかに関係します。

データ暗号化アルゴリズムの例として、DES と 3DES があります。

暗号化 / 復号化アルゴリズムには、ブロック暗号、CBC、NULL 暗号、
ストリーム暗号などがあります。

認証アルゴリズムには、MD5、SHA などのハッシュが含まれます。

暗号 暗号化 / 復号化アルゴリズム。

暗号化 データに特定のアルゴリズムを適用してそのデータの外観を変更し、情
報の参照を許可されていないユーザが理解できない状態にすること。

暗号化する 平文から暗号文を生成すること。

暗号化なし 暗号化されていないこと。

暗号文 復号化される前の、暗号化された、読めない状態のデータ。

暗号法 データの秘密性と確実性を保持し、データの変更や否認を防ぐための数
学的および科学的な技術。

暗号マップ Cisco CP では、暗号マップを使用して、IPSec で保護するトラフィックの
タイプ、IPSec で保護するデータの送信先、およびこのトラフィックに適
用する IPSec トランスフォーム セットを指定します。

暗黙のルール デフォルト ルールに基づいて、またはユーザ定義のルールの結果とし
て、ルータにより自動的に作成されるアクセス ルール。

イーサネット 広く使用されている LAN プロトコルで、Xerox Corporation によって発明
され、Xerox、Intel、および Digital Equipment Corporation によって開発さ
れました。イーサネット ネットワークは CSMA/CD 方式を採用し、さま
ざまなタイプのケーブル上で運用されます。その伝送速度は 10 Mpbs ま
たは 100 Mbps です。イーサネットは IEEE 802.3 シリーズの標準に似てい
ます。
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イベント アクション 
オーバーライド

イベント アクション 
オーバーライド

IOS IPS 5.x で使用されます。イベント アクション オーバーライドを使用
すると、イベントの RR に基づき、このイベントに関連付けられたアク
ションを変更できます。

インスペクション 
ルール

CBAC インスペクション ルールを使用すると、ルータは指定されたアウ
トバウンド トラフィックを検査して、LAN 上で開始されたセッションに
関連付けられている同じタイプのリターン トラフィックを許可できま
す。ファイアウォールが存在する場合、インスペクション ルールが設定
されていなければ、ファイアウォールの内部で開始されたセッションに
関連付けられているインバウンド トラフィックは破棄される可能性があ
ります。

インターネット IP（インターネット プロトコル）を使用するグローバル ネットワーク。
LAN ではありません。「イントラネット」も参照してください。

インターフェイス 特定のネットワークとルータ間の物理的な接続。ルータの LAN インター
フェイスはルータのローカル ネットワークに接続します。ルータには、
インターネットに接続する WAN インターフェイスが 1 つ以上あります。

イントラネット イントラネットワーク。IP、および SNMP、FTP、UDP などのインター
ネット プロトコルを使用する LAN。「ネットワーク」、「インターネット」
も参照してください。

エコー 「ping」、「ICMP」を参照してください。

エンロールメント 
URL

エンロールメント URL は、認証機関（CA）への HTTP パスです。Cisco 
IOS ルータはこのパスを使用して証明書要求を送信します。URL には 
DNS 名または IP アドレスが含まれます。URL の後に CA スクリプトへの
完全パスが続くこともあります。

か

外部グローバル 外部ネットワーク上のホストの所有者によってそのホストに割り当てら
れた IP アドレス。アドレスはグローバルにルート指定可能なアドレスま
たはネットワーク空間から割り当てられます。
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外部ローカル 外部ホストを内部ネットワークから見たときの IP アドレス。必ずしも正
規のアドレスではなく、内部でルート指定可能なアドレス空間から割り
当てられます。

拡張ルール アクセス ルールのタイプ。拡張ルールでは、さまざまなパケット フィー
ルドを検査して条件に一致するかどうかを判断できます。検査できる
フィールドは、パケットの送信元と宛先の IP アドレス、プロトコル タイ
プ、送信元と宛先のポート、およびその他のパケット フィールドです。

カプセル化 データを特定のプロトコル ヘッダーに包み込むこと。たとえば、イーサ
ネット データは、ネットワークに送信される前に特定のイーサネット 
ヘッダーに包み込まれます。また、異種ネットワークを相互接続する場
合、一方のネットワークのフレーム全体が他方のネットワークのデータ 
リンク層プロトコルで使用されるヘッダーに単純に配置されます。

キー データの暗号化 / 復号化、またはメッセージ ダイジェストの計算に使用
されるビット文字列。

キー エスクロー 暗号キーを保持する、信頼できる第三者。

キー ペア 「パブリック キー暗号化」を参照してください。

キー ライフタイム キー ペアの属性で、そのキー ペアのパブリック キーを含む証明書が有効
である期間を指します。

キー リカバリ 紛失や破損のために復号キーを使用できなくなった場合に、暗号化され
た情報の復号化を可能にする、信頼できる方法。

キー管理 暗号キーの作成、配信、認証、および保管。

キー合意 2 人以上の当事者が同じ秘密対称キーを使用することに合意するプロセ
ス。

キー交換 2 人以上の当事者が暗号キーを交換する方法。IKE プロトコルはその 1 つ
の方法を提供します。

擬似ランダム 表面上は本当にランダムなシーケンスのように見える規則正しいビット 
シーケンス。擬似乱数によって生成されたキーは、nonce と呼ばれます。

キャッシュ これまでのタスクの実行によって蓄積された情報の一時的な保管場所。
再利用が可能であるため、タスクの実行に必要な時間が短縮されます。
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キューイング トラフィック キューイングは、パケット ストリームを複数のキューに集
約して、キューごとに異なるサービスを提供します。「LLQ」および

「CBWFQ」も参照してください。

共有キー 対称キーベースの通信セッションで、すべてのユーザが共有するプライ
ベート キー。

共有プライベート 
キー

暗号キー。

クイック モード Oakley において、セキュリティ アソシエーションの確立後に、セキュリ
ティ サービスの変更（新しいキーなど）をネゴシエートするために使用
されるメカニズムの名前。

クライアント / サー

バ コンピューティン

グ

トランザクション処理がクライアント（フロント エンド）とサーバ
（バック エンド）の 2 つの部分に分割される分散コンピューティング（処
理）ネットワーク システムを表す用語。分散コンピューティングとも呼
ばれます。「RPC」も参照してください。

クラス マップ ポリシー マップに指定されたアクションに従って処理するトラフィクを
指定するために、ゾーンベースのポリシーで使用します。クラス マップ
では、トラフィックのタイプを指定できるほか、トラフィックの送信元
と宛先を定義する ACL も指定できます。

クリア チャネル 暗号化されていないトラフィックを転送できるチャネル。クリア チャネ
ルでは、転送データにセキュリティ制限は適用されません。

クリアテキスト 暗号化されていないテキスト。平文とも呼ばれます。

グローバル IKE ポリ

シー

デバイス上の 1 つのインターフェイスだけでなく、そのデバイス全体に
適用される IKE ポリシー。

検証 ユーザまたはプロセスの識別情報を確認すること。

コンテンツ エンジン WAAS ソリューションの関連では、ネットワーク上に配置した、Web コ
ンテンツのキャッシュを指します。

コンフィギュレー

ション、コンフィ

ギュレーション ファ

イル

Cisco CP を使用して管理できる設定、ユーザ設定、およびプロパティが
格納されているルータ上のファイル。
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さ

サイト間 VPN 一般に、サイト間 VPN とは、いくつかの条件を満足した上で 2 つのネッ
トワークまたはサブネットワークを接続する VPN です。この条件として
は、トンネルの両側でスタティック IP アドレスを使用すること、ユーザ
側のステーションに VPN クライアント ソフトウェアがないこと、中央の 
VPN ハブ（ハブアンドスポークの VPN 設定に存在するようなハブ）が
ないことなどがあります。サイト間 VPN は、リモート ユーザまたはモバ
イル ユーザによるダイヤルイン アクセスに代わるものではありません。

サブネット ビット

サブネット マスク

IP で使用される 32 ビットのアドレス マスクであり、ネットワーク アド
レスとオプションのサブネット アドレスに使用する IP アドレスのビット
を示します。サブネット マスクは 10 進数で表現されます。マスク 
255.255.255.0 では、アドレスの 初の 24 ビットを指定します。単に「マ
スク」と呼ばれることもあります。「マスク」と「IP アドレス」も参照し
てください。

サブネット、サブ

ネットワーク

IP ネットワークにおいて、特定のサブネット アドレスを共有するネット
ワーク。サブネットワークは、ネットワーク管理者が任意に分割した
ネットワークです。マルチレベルの階層ルーティング構造が提供され、
接続されたネットワークの複雑なアドレス指定を回避できます。「IP アド
レス」、「サブネット ビット」、「サブネット マスク」も参照してくださ
い。

シェーピング トラフィック シェーピングでは、超過パケットをキューに保持してお
き、後で時間をかけてこの超過分を伝送するようにスケジューリングを
設定し直します。

シグニチャ エンジン 特定のカテゴリに属する多数のシグニチャをサポートするように設計さ
れた、Cisco IOS IPS のコンポーネント。エンジンは解析機能と検査機能
とで構成されます。各エンジンは、値の有効範囲または有効値のセット
を持つ正規のパラメータを保持します。

失効パスワード ルータのデジタル証明書の失効を要求するときに CA に提供するパス
ワード。チャレンジ パスワードと呼ばれることもあります。
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事前共有キー IPSec で提供される 3 つの認証方式の 1 つ。他の 2 つの方式は、RSA 暗号
化 nonce と RSA 署名です。事前共有キーを使用すると、個別の共有プラ
イベート キーを使用する 1 つ以上のクライアントが IKE を使用してゲー
トウェイへの暗号化されたトンネルを認証できます。事前共有キーは、
一般に小規模ネットワーク（ 大 10 クライアント）で使用されます。事
前共有キーを使用すると、セキュリティのために CA を使用する必要が
なくなります。

Diffie-Hellman キー交換は、パブリック キーとプライベート キーを組み
合わせて共有プライベート キーを作成します。作成されたキーは IPSec 
ピア間の認証に使用されます。共有プライベート キーは、2 台以上のピ
アで共有できます。各ピアで、共有プライベート キーを IKE ポリシーの
一部として指定します。通常、この事前共有キーの配信には、安全な帯
域外チャネルが使用されます。事前共有キーを使用する場合は、いずれ
かのピアに同じ事前共有キーが設定されていないと IKE SA を確立できま
せん。IKE SA は IPSec SA の前提条件です。事前共有キーはすべてのピ
アに設定する必要があります。

デジタル証明書とワイルドカードの事前共有キー（共有プライベート 
キーを使用する 1 つ以上のクライアントがゲートウェイへの暗号化され
たトンネルを認証できるようにする）を事前共有キーの代わりに使用で
きます。デジタル証明書とワイルドカードの事前共有キーは両方とも事
前共有キーよりもスケーラブルです。

証明書 「デジタル証明書」を参照してください。

証明書 ID X.509 証明書には、その証明書を所有するデバイスまたはエンティティ
を識別する情報が含まれています。この識別情報は、以降に行われるピ
アの確認および認証のたびに検査されます。ただし、証明書 ID は、ス
プーフィング攻撃を受けやすくなる場合があります。

署名 ネットワークでのデータの誤使用を表す特定パターンを検出する、IOS 
IPS 内のデータ要素。

署名証明書 メッセージまたは文書にデジタル署名を関連付けたり、メッセージまた
はファイルが伝送中に変更されなかったことを証明したりするために使
用されます。

信頼度評価 シグニチャが正確なアラートを生成するかどうかに対し、評価者の信頼
を示す 1 ～ 100 までの値。
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スタティック PAT スタティック ポート アドレス変換。スタティック アドレスは、ローカル 
IP アドレスをグローバル IP アドレスにマッピングします。スタティック 
PAT は、ローカル ポートのグローバル ポートへのマッピングも行うスタ
ティック アドレスです。「PAT」も参照してください。

スタティック ルート 明示的に設定され、ルーティング テーブルに追加されているルート。ス
タティック ルートは、ダイナミック ルーティング プロトコルによって選
択されるルートより優先されます。

ステート、ステート

フル、ステートフル 
インスペクション

ネットワーク プロトコルでは、2 台のホスト間のネットワーク接続の両
端に、ステート情報と呼ばれる特定のデータを保持します。ステート情
報は、保証付きパケット配信、データの順序付け、フロー制御、トラン
ザクション ID やセッション ID などのプロトコル機能を実装するために
必要です。一部のプロトコル ステート情報は、プロトコルの使用中に各
パケットに含めて送信されます。たとえば、Web サーバに接続された 
Web ブラウザは、HTTP とサポートされている TCP/IP プロトコルを使用
します。各プロトコル レイヤは送受信するパケット内にステート情報を
保持します。ルータは各パケット内のステート情報を調べて、その情報
が 新であり、情報に含まれるどのプロトコルに対しても有効であるこ
とを確認します。この機能はステートフル インスペクションと呼ばれ、
特定のタイプのコンピュータ セキュリティ脅威に対する強力な防壁を構
築します。

スプーフィング

スプーフ

パケットが送信元のアドレスを偽ること。スプーフィングは、フィルタ
やアクセス リストなどのネットワーク セキュリティ メカニズムを回避す
るように設計されます。

スプリット DNS スプリット DNS では、選択した仮想 DNS ネーム サーバで指定する内部
ホスト名キャッシュを使用して、Cisco ルータから DNS クエリに応答で
きます。このホスト名キャッシュにある情報を使用しても応答できない
クエリは、指定されたバックエンドの DNS ネーム サーバにリダイレクト
されます。

スポーク DMVPN ネットワークでは、スポーク ルータはネットワーク内の論理的
なエンド ポイントであり、DMVPN ハブ ルータとのポイントツーポイン
トの IPSec 接続を確立しています。

セキュリティ アソシ

エーション ライフタ

イム

事前に決定された SA の有効期間。
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セキュリティ ゾーン ポリシーを適用可能なインターフェイス グループ。セキュリティ ゾーン
は、類似した機能または特徴を共有するインターフェイスで構成する必
要があります。たとえば、ルータ上で Ethernet 0/0 および Ethernet 0/1 と
いうインターフェイスがローカル LAN に接続されているとします。この 
2 つのインターフェイスはどちらも内部ネットワークを表すため、互い
に類似しています。したがって、これらを 1 つのゾーンにグループ化し
てファイアウォール設定を適用することができます。

セッション キー 一度だけ使用されるキー。

ゾーン ゾーンベース ポリシー ファイアウォールにおいて、類似する機能または
特徴を備えるインターフェイスのグループ。たとえば、FastEthernet 0/0 
および FastEthernet 0/1 というインターフェイスが LAN に接続されている
場合、これらを 1 つのゾーンとしてグループ化することができます。

ゾーンペア ゾーンペアを使用すると、2 つのセキュリティ ゾーン間を流れる単方向
トラフィックを指定できます。「セキュリティ ゾーン」も参照してくだ
さい。

た

対称キー 暗号化されている情報を復号化するために使用されます。

ダイジェスト ハッシュ関数の出力。

ダイナミック ルー

ティング

 ネットワーク トポロジまたはトラフィックの変更に合わせて自動的に調
整されるルーティング。適応型ルーティングとも呼ばれます。

単一の DMVPN 単一の DMVPN 設定を持つルータは、1 台の DMVPN ハブに接続し、1 つ
の設定済み GRE トンネルを使用して DMVPN 通信を行います。ハブ ア
ンド スポークの GRE トンネル アドレスは同じサブネット内に存在する
必要があります。

チェックサム 転送データの整合性を確認するための計算方法であり、一連の算術演算
で得られたオクテットのシーケンスから計算されます。受信側で値を再
計算し、送信側の値と比較して整合性を確認します。

テールエンド トンネルのダウンストリームの受信側。
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データの機密性 認証されていないユーザ、エンティティ、またはプロセスに対する情報
の開示を防ぐためのデータ暗号化によってもたらされる成果。このよう
な情報には、アプリケーション レベルのデータまたは通信パラメータが
あります。「トラフィック フローの機密性またはトラフィック解析」を
参照してください。

データの整合性 転送データが正確であると推定されること。送信者が信頼でき、データ
が変更されていないことを示します。

データ発信元認証 否認防止サービスの機能の 1 つ。

デジタル証明書 ユーザまたはデバイスの属性をデジタル表現し、暗号署名を付加したも
ので、キーを ID に関連付けます。パブリック キーに付加された固有の
証明書によって、キーが改ざんされていないことが証明されます。証明
書は、信頼できる認証機関によって発行および署名され、パブリック 
キーをその所有者に対応付けます。一般に、証明書には、所有者の名前
とパブリック キー、および証明書のシリアル番号と有効期限が含まれま
す。その他の情報が含まれる場合もあります。「X.509」を参照してくだ
さい。

デジタル署名 データの偽造を簡単に検出し、否認を防止する認証方式。さらに、デジ
タル署名を使用することで、送信データがそのまま受信されたかどうか
も確認できます。一般に、送信タイム スタンプが含まれます。

デフォルト ゲート

ウェイ

後の手段として使用されるゲートウェイ。パケットの宛先アドレスが
ルーティング テーブル内のどのエントリにも一致しない場合、パケット
はこのゲートウェイにルーティングされます。

デルタ ファイル 署名への変更を保存するために Cisco IOS IPS によって作成されるファイ
ル。

登録プロキシ ホスト 証明書登録サーバのプロキシ サーバ。

トラフィック フロー

の機密性またはトラ

フィック解析

通信パラメータの不正開示を防止するセキュリティ概念。この概念の実
装に成功すると、送信元と宛先の IP アドレス、メッセージの長さ、およ
び通信の頻度を不正ユーザから隠すことができます。

トランスフォーム セキュリティ プロトコルおよび対応するアルゴリズムの記述。
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トランスフォーム 
セット

IPSec で保護するトラフィックに適用できるセキュリティ プロトコル、
アルゴリズム、およびその他の設定の組み合わせ。IPSec セキュリティ 
アソシエーションのネゴシエートで、ピアは特定のトランスフォーム 
セットを使用して特定のデータ フローを保護することで互いに合意しま
す。

トンネリング あるプロトコルのストリームを別のプロトコルを介して送信するプロセ
ス。

トンネル インターネットなどの共有手段を使用する仮想チャネルであり、カプセ
ル化されたデータ パケットの交換に使用されます。

同一アドレッシング ネットワーク アドレス変換を使用し、EasyVPN 接続によって同一の IP 
アドレスを持つデバイスにアクセスする機能。

ドメイン名 インターネット上のホストのわかりやすく覚えやすい名前であり、IP ア
ドレスに対応しています。

な

内部グローバル ネットワークの外部にあるデバイスから見た場合のネットワークの内部
にあるホストの IP アドレス。

内部ローカル ネットワークの内部のホストに割り当てられた設定済み IP アドレス。

認証 セキュリティにおけるユーザまたはプロセスの識別情報の検証。認証で
は、データ ストリームが転送中に変更されていないことを確認し、デー
タ ストリームの発信元を確認することによって、データ ストリームの整
合性を立証します。

認証する 利用者が本人であることを確認すること。

ネットワーク ネットワークは、1 台のホストではなく IP アドレス空間の一部を共有す
るコンピューティング デバイスのグループです。IP アドレスを持つ複数
の「ノード」またはデバイス（ホストと呼ばれる場合もあります）で構
成します。「インターネット」、「イントラネット」、「IP」、「LAN」も参照
してください。
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ネットワーク ビット サブネット マスクにおいて、2 進数の 1 に設定されたビットの数。サブ
ネット マスク 255.255.255.0 は、マスクの 24 ビットが 1 に設定されてい
るため、24 個のネットワーク ビットを持ちます。サブネット マスク 
255.255.248 は、17 個のネットワーク ビットを持ちます。

ネットワーク モ
ジュール

ルータに機能を追加するために、ルータ シャーシにインストールされた
ネットワーク インターフェイス カード。たとえば、イーサネット ネット
ワーク モジュール、IDS ネットワーク モジュールなどがあります。

は

ハッシュ 任意のサイズの入力を、メッセージ ダイジェストまたは単にダイジェス
トとも呼ばれる固定サイズのチェックサム出力に変換する単方向のプロ
セス。このプロセスは不可逆であるため、特定のダイジェストが生成さ
れるようにデータを作成または変更することはできません。

ハッシュ アルゴリズ

ム

ハッシュ アルゴリズムは、メッセージ ダイジェストとも呼ばれるハッ
シュ値の生成に使用され、メッセージの内容が送信中に変更されていな
いことを保証します。 も広く使用されている 2 つのハッシュ アルゴリ
ズムは、Secure Hash Algorithm（SHA）と MD5 です。

ハブ DMVPN ネットワークでは、ハブはネットワーク内のすべてのスポーク 
ルータへのポイントツーポイント IPSec 接続を行うルータです。DMVPN 
ネットワークの論理的な中心になります。

バースト レート トラフィック バーストの上限となるバイト数。

パスワード 保護された秘密の文字列（または他のデータ ソース）であり、特定の
ユーザまたはエンティティの識別情報に関連付けられます。

パスワード エージン

グ

パスワード エージン

グ

パスワードの有効期限が切れたことをユーザに通知し、新しいパスワー
ドを作成する手段を提供するシステムの機能。
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パディング 暗号システムにおけるパディングは、メッセージの 初と 後にランダ
ムな文字、空白、ゼロ、および null を追加することを意味します。これ
は、メッセージの実際の長さを隠したり、暗号のデータ ブロック サイズ
の要件を満たすために行われます。また、パディングにより、暗号コー
ドの実際の開始位置もわかりにくくなります。

パブリック キー暗号

化

パブリック キー暗号化システムでは、すべてのユーザにパブリック キー
とプライベート キーが割り当てられます。各プライベート キーは、1 人
のユーザだけが保持し、他のユーザとは共有されません。プライベート 
キーは固有のデジタル署名の生成やパブリック キーで暗号化された情報
の復号化に使用されます。一方、ユーザのパブリック キーは誰でも使用
でき、そのユーザ宛ての情報を暗号化したり、そのユーザのデジタル署
名を確認したりできます。パブリック キー暗号法と呼ばれることもあり
ます。

パラメータ マップ パラメータ マップでは、サービス拒否攻撃からの保護、セッション タイ
マーと接続タイマー、ログ記録設定などのパラメータに対し、ゾーンポ
リシー ファイアウォールによるインスペクションの動作を指定します。
また、パラメータ マップをレイヤ 7 クラス マップおよびポリシー マップ
と共に適用して、アプリケーション固有の動作を定義することもできま
す。たとえば、HTTP オブジェクト、POP3 および IMAP 認証要件、およ
びその他のアプリケーション固有の情報を指定できます。

非対称暗号化 パブリック キー システムとも呼ばれます。この方法では、ある人が誰か
他の人のパブリック キーにアクセスし、そのキーを使用してその人に暗
号化されたメッセージを送信できます。

非対称キー 数学的に関連している 1 対の暗号キー。パブリック キーで暗号化された
情報はプライベート キーでしか解読できず、その逆も成り立ちます。ま
た、プライベート キーを使って署名されたデータはパブリック キーでの
み認証可能です。

否認 暗号システムにおける否認とは、通信の当事者が、その通信の全部また
は一部に関与した事実を否定することを意味します。

否認防止サービス すべての通信データの送信元と宛先に関する証拠を保管して、後で取得
できるようにするサードパーティのセキュリティ サービス。実際のデー
タは保管されません。この証拠は、送信者が情報を送信した事実を否定
したり、受信者が情報を受信した事実を否定したりできないように、そ
の通信のすべての当事者を保護するために使用できます。
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標準ルール Cisco CP におけるアクセス ルールまたは NAT ルールのタイプ。標準ルー
ルは、パケットの送信元 IP アドレスを IP アドレス条件と照合して、一致
するかどうかを判断します。一致する必要のある IP アドレス部分は、ワ
イルドカード マスクを使用して指定します。

平文 通常の暗号化されていないデータ。

ピア IKE の場合、ピアは、IKE トンネルに関与するデバイスのプロキシとし
て機能するルータです。IPSec の場合、ピアは、キー交換またはデジタル
証明書の交換によって安全に通信するデバイスまたはエンティティです。

ピアツーピア すべてのホストがほぼ同等の機能を共有するネットワーク設計。ピア
ツーピア ネットワーキングは P2P とも呼ばれ、多くのファイル共有ネッ
トワークで使用されます。

ファイアウォール 接続されたすべてのパブリック ネットワークとプライベート ネットワー
クの間のバッファとして指定された、単一または複数のルータまたはア
クセス サーバ。ファイアウォール ルータは、アクセス リストとその他の
手段を使用してプライベート ネットワークのセキュリティを確保しま
す。

フィンガープリント CA 証明書のフィンガープリントは、CA 証明書全体に対する MD5 ハッ
シュによって得られた英数字の文字列です。CA 証明書を受け取ったエン
ティティは、そのフィンガープリントを既知のフィンガープリントと比
較することによって、証明書が本物であるかどうかを確認できます。こ
の認証の目的は、「man-in-the-middle」攻撃を防止することによって通信
セッションの整合性を保証することです。

復号化 暗号化されたデータに対し、逆方向に暗号化アルゴリズムを適用するこ
とによって、データを元の暗号化されていない状態に戻す操作。

フラッシュ

フラッシュ メモリ

電源を切ってもデータが保持されるメモリ チップ。必要に応じてソフト
ウェア イメージをフラッシュに格納したり、フラッシュからブートした
り、フラッシュに書き込んだりすることができます。

フレーム リレー 接続されたデバイス間で HDLC カプセル化を使用して複数の仮想回線を
処理する、業界標準のスイッチ データ リンク層プロトコル。フレーム リ
レーは X.25 よりも効率的であり、一般に X.25 に代わるものと考えられ
ています。
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物理インターフェイ

ス

ネットワーク モジュールによってサポートされているルータ インター
フェイスで、ルータ シャーシにインストールされているか、またはルー
タの基本ハードウェアの一部です。

分散キー いくつかの部分に分割され、それぞれ異なる当事者に配信される共有暗
号キー。

プライベート キー 「対称キー」を参照してください。

プライベート キー 「パブリック キー暗号化」を参照してください。

ヘッドエンド トンネルのアップストリームの送信側。

ホスト 個別の IP アドレスおよびオプションの名前が関連付けられた、コン
ピュータ（PC など）または他のコンピューティング デバイス（サーバ
など）。TCP/IP ネットワーク上で IP アドレスを持つすべてのデバイスを
意味します。また、任意のネットワーク上の、ネットワーク アドレス指
定が可能な任意のデバイスでもあります。「ノード」には、通常は「ホス
ト」と呼ばれないルータやプリンタなどのデバイスも含まれます。

ポスチャ NAC 実装において、ネットワークへのアクセスを試みるホストの状態。
ホストで稼働しているポスチャ エージェント ソフトウェアが NAD と通
信して、ネットワークのセキュリティ ポリシーとのホストの準拠状況を
通知します。

ポリシー マップ トラフィックに対して実行するアクションを規定します。トラフィック
はクラス マップで定義されます。1 つのポリシー マップに複数のクラス 
マップを関連付けることができます。

ポリシング トラフィック ポリシングでは、バーストを伝搬します。設定されている
大レートにトラフィック レートが達すると、超過トラフィックは廃棄

されるか、再マーキングされます。

ポリシング レート トラフィックの上限となる 1 秒あたりのビット数。
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ま

マスク

サブネット マスク

ネットマスク

ネットワーク マスク

 インターネット アドレスをネットワーク、サブネット、およびホスト部
に分割する方法を指定する 32 ビットのビット マスク。ネット マスクで
は、ネットワークおよびサブネット部に使用されるビット位置に 1、ホ
スト部に使用されるビット位置に 0 がセットされます。このマスクでは、
アドレス クラスで定義した標準のネットワーク部を必ず指定し、サブ
ネット フィールドをネットワーク部の隣に記述する必要があります。マ
スクは 2 進数の値を 10 進数に変換して設定します。

例：

10 進数：255.255.255.0 
2 進数：11111111 11111111 11111111 00000000 
先頭から 24 ビットはネットワーク アドレスとサブネットワーク アドレ
ス、 後の 8 ビットはホスト アドレスです。

10 進数：255.255.255.248 
2 進数：11111111 11111111 11111111 11111000 
先頭から 29 ビットはネットワーク アドレスとサブネットワーク アドレ
ス、 後の 3 ビットはホスト アドレスです。

「IP アドレス」、「TCP/IP」、「ホスト」、「ホスト / ネットワーク」も参照し
てください。

メッセージ ダイジェ

スト

大きいデータ ブロックを表現するビット文字列。この文字列は、128 
ビット ハッシュ関数による正確な内容の処理に基づいてデータ ブロック
を定義します。メッセージ ダイジェストはデジタル署名の生成に使用さ
れます。「ハッシュ」を参照してください。

や

有効期限 証明書またはキーに指定されている有効期限は、ライフタイムの 終日
時を示します。有効期限が過ぎると、証明書またはキーは信頼されなく
なります。
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ら

ライフ サイクル 「有効期限」を参照してください。

リプレイ検出 シーケンス番号と認証を組み合わせた標準の IPSec セキュリティ機能。
通信の受信者は、リプレイ攻撃を防止するために、古いパケットまたは
重複したパケットを拒否できます。

リモート サブネット サブネットワークは、ネットワーク管理者がサブネット マスクによって
任意に分割した IP ネットワークです。マルチレベルの階層ルーティング
構造が提供され、接続されたネットワークの複雑なアドレス指定を回避
できます。「リモート サブネット」は、送信側に関連付けられていない
サブネットです。

ルート インターネットワークを通るパス。

ルート CA 上位の認証機関（CA）で、下位の CA の証明書に署名します。ルート 
CA には、固有のパブリック キーが含まれる自己署名した証明書があり
ます。

ルート マップ ルート マップを使用すると、ルーティング テーブルに追加する情報を制
御できます。IP アドレスによっては、NAT によるアドレス変換後にパ
ケットが IPSec ルールの条件に一致しなくなることがあります。Cisco CP 
ではルート マップを自動的に作成しておき、このような場合には送信元
アドレスを NAT で変換できないようにします。

ループバック ループバック テストでは、送信された信号は、通信パスをたどってある
地点から送信元に戻ってきます。多くの場合、ループバック テストは、
ネットワーク インターフェイスが使用可能かどうかを確認するために使
用されます。

ルール セキュリティ ポリシーを定義するために条件文の形式で設定に追加され
る情報であり、特定の状況への対処法をルータに指示します。

例外リスト NAC 実装において、スタティック アドレスを持ち、NAC プロセスの省
略が許可されているホストのリスト。このようなホストは、ポスチャ 
エージェントがインストールされていないため、あるいはプリンタや 
Cisco IP 電話であるため、例外リストに置かれることがあります。
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レイヤ 3 インター

フェイス

レイヤ 3 インターフェイスは、インターネットワーク ルーティングを支
援します。VLAN は論理レイヤ 3 インターフェイスの例であり、イーサ
ネット ポートは物理レイヤ 3 インターフェイスの例です。

ローカル サブネット サブネットワークは、ネットワーク管理者がサブネット マスクによって
任意に分割した IP ネットワークです。マルチレベルの階層ルーティング
構造が提供され、接続されたネットワークの複雑なアドレス指定を回避
できます。ローカル サブネットは、送信側に関連付けられるサブネット
です。

論理インターフェイ

ス

設定でのみ作成され、ルータ上の物理インターフェイスではないイン
ターフェイス。論理インターフェイスの例として、ダイヤラ インター
フェイスやトンネル インターフェイスなどがあります。

わ

ワイルドカード マス

ク

アクセス ルール、IPSec ルール、および NAT ルールで、パケットの IP ア
ドレスのどの部分がルールの IP アドレスと一致しなければならないかを
指定するためのビットマスク。ワイルドカード マスクは 32 ビットであ
り、IP アドレスのビット数と同じです。ワイルドカード ビット値 0 は、
パケットの IP アドレスの同じ位置のビットがルールの IP アドレスのビッ
トと一致しなければならないことを示します。値 1 は、パケットの IP ア
ドレスの対応するビットが 1 または 0 のどちらでもよい、つまり、ルー
ルでビット値が確認されないことを示します。ワイルドカード マスク 
0.0.0.0 は、パケットの IP アドレスの 32 ビットすべてがルールの IP アド
レスと一致しなければならないことを示します。ワイルドカード マスク 
0.0.255.0 は、 初の 16 ビットと 後の 8 ビットが一致しなければならな
いが、3 つめのオクテットはどんな値でもよいことを示します。ルール
の IP アドレスが 10.28.15.0 でマスクが 0.0.255.0 の場合、IP アドレス 
10.28.88.0 はルールの IP アドレスと一致し、IP アドレス 10.28.15.55 は一
致しません。
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