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第 1 章

最初にお読みください

Cisco IOS XE 16 についての重要事項

Cisco IOS XEリリース 3.7.0E（Catalystスイッチ）と Cisco IOS XEリリース 3.17S（アクセスおよ
びエッジルーティング）という有効な2つのリリースが統合され、スイッチングおよびルーティ
ングポートフォリオ内のアクセスおよびエッジ製品を幅広く網羅する 1つの統合リリースバー
ジョン（Cisco IOS XE 16）へと進化しました。

技術構成ガイドにある機能情報の表には、その機能がいつ導入されたかが記載されています。

その機能に対応している他のプラットフォームについては、通知される場合と通知されない場

合があります。特定の機能がプラットフォームでサポートされているかどうかを確認するに

は、製品のランディングページに表示される技術構成ガイドをご覧ください。製品のランディ

ングページに技術構成ガイドが表示された場合、そのプラットフォームでは機能がサポート

されています。

（注）
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第 2 章

ゾーンベースポリシーファイアウォール

このモジュールでは、ゾーンと呼ばれるインターフェイスグループ間の Cisco単方向ファイア
ウォールポリシーについて説明します。Cisco単方向ファイアウォールポリシーがリリースされ
るまでは、Ciscoファイアウォールがインターフェイス上の検査ルールとしてのみ設定されてい
ました。設定されたインターフェイスを出入りするトラフィックは、検査ルールが適用される方

向に基づいて検査されました。

Cisco IOS XEは、ゾーンベースファイアウォール設定上で Virtual Fragmentation Reassembly
（VFR）をサポートします。インターフェイスをゾーンに追加してインターフェイス上のファ
イアウォールを有効にすると、VFRは同じインターフェイス上で自動的に設定されます。

（注）

• 機能情報の確認, 3 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの前提条件, 4 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの制約事項, 4 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールについて, 6 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの設定方法, 24 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの設定例, 44 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに関する追加情報, 52 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに関する機能情報, 53 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ
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ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ゾーンベースポリシーファイアウォールの前提条件
ゾーンを作成する前に、セキュリティの観点から見ると同様のインターフェイスをグループ化す

る必要があります。

ゾーンベースポリシーファイアウォールの制約事項
• Cisco Wide Area Application Services（WAAS）と Cisco IOS XEファイアウォール構成では、
Wide Area Application Engine（WAE）デバイスによって処理されるすべてのパケットは、両
方向ともCisco IOSXEファイアウォールを通過して、WebCacheCoordinationProtocol（WCCP）
総称ルーティングカプセル化（GRE）リダイレクトをサポートする必要があります。この状
況は、レイヤ 2リダイレクトが使用できない場合に発生します。レイヤ 2リダイレクトが
WAEで設定されている場合、システムはデフォルトで、GREリダイレクトを続行させます。

• WCCPがレイヤ 2リダイレクト方式で設定されている場合、ゾーンベースファイアウォール
は、WAASおよびWCCPと相互運用できません。

•ゾーンベースファイアウォール、ネットワークアドレス変換（NAT）、およびWCCPはネッ
トワーク内で共存できません。

• WAASおよびCisco IOSXEファイアウォール構成では、WCCPは、ポリシーベースルーティ
ング（PBR）を使用したトラフィックのリダイレクトをサポートしていません。

• Cisco AppNav I/Oモジュールを使用して構成された Ciscoアグリゲーションサービスルータ
で、汎用 GREを使用したゾーンベースポリシーファイアウォールが有効になっている場
合、WCCPトラフィックリダイレクションは機能しません。Cisco AppNavはWANの最適化
ソリューションです。WCCPトラフィックリダイレクションを機能させるには、インター
フェイスからゾーンベースポリシーファイアウォール設定を削除します。WAEデバイスを
使用している場合、WCCPトラフィックリダイレクションは正しく動作します。
WAASの場合、汎用 GREは最適化が完了すると、WAAS WAEからのパケットを GREトン
ネル経由で最初にリダイレクトされたデバイスと同じデバイスに返すのに役立つ、アウトオ

ブパス導入のメカニズムです。

•マルチキャストトラフィックのステートフルインスペクションサポートは、セルフゾーン
を含め、すべてのゾーン間でサポートされません。コントロールプレーンをマルチキャスト

トラフィックから保護するには、コントロールプレーンポリシングを使用します。

•内部から外部へのゾーンベースポリシーがWindowsシステムの InternetControlMessageProtocol
（ICMP）に一致するように設定されている場合、tracerouteコマンドは機能します。ただし
Appleシステムでは、UDPベースの tracerouteを使用するため、同じ設定は機能しません。こ
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の問題を解決するには、icmptime-exceededコマンドおよび icmphostunreachableコマンドを
passコマンド（inspectコマンドではない）とともに使用して、外部から内部へのゾーンベー
スポリシーを設定します。この制限は Cisco IOS XEリリース 3.1S以前のリリースに適用さ
れます。

•クラスマップのアクセスコントロールリスト（ACL）は分類のためだけに使用されます。
ファイアウォールは設定された ACLに一致するパケットの数を表示しません。Perfilterの統
計情報は Cisco IOS XEリリース 3.13S以降のゾーンベースファイアウォールで使用できま
す。

•ブリッジドメインインターフェイスは、すべてのレイヤ 4およびレイヤ 7インスペクショ
ンを含む、ゾーンベースファイアウォールインスペクションをサポートしていません。

•トラフィックがゾーンペアに入ると、ファイアウォールは接続テーブル全体を調べ、入力イ
ンターフェイスがゾーンペアに一致しなくても、表内のすべての接続とトラフィックを照合

します。このシナリオでは、passアクションと inspectアクションが設定されている場合、
ファイアウォール上の非対称にルーティングされたトラフィックがパケットをドロップする

可能性があります。Cisco IOS XEリリース 3.15S以降のリリースで、ゾーンベースファイア
ウォールはゾーン不一致トラフィックをサポートします。設定に基づいて、ゾーン不一致ト

ラフィックフローをドロップするようにファイアウォールを設定できます。Cisco IOSXEリ
リース 3.15sよりも前のリリースでは、ゾーン不一致トラフィックはデフォルトで検査され
ます。

•ゾーンベースファイアウォールは動的インターフェイスとともにはサポートされません。こ
れらのインターフェイスは、トラフィックが IPSecまたは VPNセキュアトンネルなどのト
ンネルにトンネリングされると、動的に作成または削除されます。

•ユーザ定義クラスまたはポリシーのデフォルトクラスで droplogコマンドが設定されている
と、dropコマンドを設定してドロップされたパケットのロギングを無効にしても、ログメッ
セージは停止されません。これは既知の問題であり、回避策は、nodroplogコマンドを設定
した後で、dropコマンドを設定し、メッセージのロギングを停止することです。この問題は
passコマンドに適用されます。次の例は問題を示しています。
! Logging of dropped packets is enabled by configuring the drop log command.
policy-map type inspect INT-EXT
class type inspect INT-EXT
pass
class class-default
drop log

!

次の例は回避策を示しています。
! In this example, the no drop log command is configured before the drop command.
policy-map type inspect INT-EXT
class type inspect INT-EXT
pass
class class-default
drop log
no drop log
drop

!
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ゾーンベースポリシーファイアウォールについて

トップレベルクラスマップとポリシーマップ

トップレベルクラスマップでは、高レベルでトラフィックストリームを識別できます。これは、

match access-groupおよび match protocol コマンドを使用して行われます。トップレベルクラス
マップは、レイヤ 3およびレイヤ 4クラスマップとも呼ばれます。トップレベルポリシーマッ
プでは、inspect、drop、および passコマンドを使用して、ハイレベルのアクションを定義できま
す。ポリシーマップは、ターゲット（ゾーンペア）に付加できます。

ゾーンペアで設定できるのは、検査タイプのポリシーだけです。（注）

ゾーンの概要

ゾーンとは、同様の機能を果たすインターフェイスのグループです。ゾーンを利用して、Cisco
IOS XEファイアウォールをどこに適用するかを指定できます。

たとえば、デバイスで、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/0/0とギガビットイーサ
ネットインターフェイス 0/0/1をローカル LANに接続できるとします。これら 2つのインター
フェイスは、内部ネットワークを表している点で同類です。したがって、ファイアウォール設定

でゾーンとしてグループ化できます。

デフォルトでは、同じゾーン内のインターフェイス間のトラフィックはポリシーの制約を受けず、

自由にゾーンを通過できます。ファイアウォールゾーンはセキュリティ機能に使用されます。

ゾーンは、異なる VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスのインターフェイスま
では拡大できません。

（注）

CiscoIOSXEゾーンベースファイアウォールはゾーンの出力側の機能として実装されるため、
トラフィックがゾーンを離れる前にトラフィックのマッチングを行う必要があります。パケッ

トはファイアウォールがトラフィックをチェックする前に復号されるため、たとえばDynamic
MultipointVPN（DMVPN）トンネルが外部ゾーンで終端する場合は、その外部ゾーンをセルフ
ゾーンに接続するゾーンペア経由でGeneric Routing Encapsulation（GRE）トラフィックがルー
タに入ることを許可する必要があります。

（注）
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セキュリティゾーン

セキュリティゾーンとは、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。

インターフェイスをゾーンにグループ化するには、次の 2つの手順を実行します。

•インターフェイスを付加できるようにゾーンを作成します。

•インターフェイスを特定のゾーンのメンバーとなるように設定します。

デフォルトでは、トラフィックは、同じゾーンのメンバーであるインターフェイス間を通ります。

インターフェイスがセキュリティゾーンのメンバーである場合、そのインターフェイスと別の

ゾーン内のインターフェイス間のすべてのトラフィック（デバイスに送信されるか、デバイスに

よって開始されたトラフィックを除く）はデフォルトでドロップされます。ゾーンメンバーイン

ターフェイスおよび別のインターフェイスに対する両方向のトラフィックを許可するには、その

ゾーンをゾーンペアの一部にして、そのゾーンペアにポリシーを適用する必要があります。ポリ

シーが inspectまたは passアクションによってトラフィックを許可する場合、トラフィックはイ
ンターフェイスを通過できます。

ゾーンを設定するときに考慮する基本的な規則を次に示します。

•ゾーンインターフェイスからゾーン外のインターフェイスへのトラフィックまたはゾーン外
のインターフェイスからゾーンインターフェイスへのトラフィックは常にドロップされま

す。ただし、デフォルトゾーンが有効でないことが条件です（デフォルトゾーンはゾーン

外のインターフェイスです）。

• 2つのゾーンインターフェイス間のトラフィックは、各ゾーンにゾーンペアの関係があるか
どうか、およびそのゾーンペアにポリシーが設定されているかどうかが検査されます。

•デフォルトでは、同一ゾーン内の 2つのインターフェイス間のすべてのトラフィックは常に
許可されます。

•ゾーンペアは、ゾーンを送信元ゾーンおよび宛先ゾーンの両方として設定できます。この
ゾーンペアで検査ポリシーを設定して、同じゾーン内の 2つのインターフェイス間のトラ
フィックを検査またはドロップできます。

•インターフェイスがメンバーになれるのは、1つのセキュリティゾーンだけです。

•インターフェイスがセキュリティゾーンのメンバーの場合、そのゾーンを含むゾーンペア
で明示的なゾーン間ポリシーを設定しない限り、方向に関係なくそのインターフェイスを通

過するすべてのトラフィックがブロックされます。

•トラフィックは、セキュリティゾーンのメンバーであるインターフェイスとセキュリティ
ゾーンのメンバーではないインターフェイスの間では通過できません。これは、ポリシーは

2つのゾーンだけで適用できるからです。

•トラフィックがデバイスのすべてのインターフェイスを通過するようにするには、これらの
インターフェイスが 1つのセキュリティゾーンまたは別のセキュリティゾーンのメンバー
である必要があります。すべてのデバイスインターフェイスがセキュリティゾーンのメン

バーである必要はありません。
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下図は次の内容を示します。

•インターフェイス E0と E1はセキュリティゾーン Z1のメンバーです。

•インターフェイス E2は、セキュリティゾーン Z2のメンバーです。

•インターフェイス E3は、どのセキュリティゾーンのメンバーでもありません。

図 1：セキュリティゾーンの制約

次の状況が存在します。

•ゾーンペアとポリシーは、同じゾーンで設定されます。インターフェイスE0とE1は同じセ
キュリティゾーン（Z1）のメンバーなので、2つのインターフェイス間のトラフィックは自
由に流れます。

•ポリシーが設定されていない場合、他のインターフェイス間（E0と E2、E1と E2、E3と
E1、および E3と E2）でトラフィックは流れません。

•トラフィックを許可する明示的なポリシーがゾーン Z1とゾーン Z2間で設定されている場合
だけ、E0または E1と E2間でトラフィックが流れます。

•デフォルトゾーンがイネーブルになっていない限り、E3とE0、E1、E2間でトラフィックは
流れません。

Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータでは、ファイアウォールは最大
4000のゾーンをサポートします。

（注）

セキュリティゾーンファイアウォールポリシーの概要

クラスは、一連のパケットをその内容に基づいて識別します。通常は、識別されたトラフィック

でポリシーを反映するアクションを適用できるように、クラスを定義します。クラスは、クラス

マップを介して指定されます。

アクションは、通常はトラフィッククラスに関連付けられる機能です。アクションの例には、

inspect、drop、passが挙げられます。
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セキュリティゾーンファイアウォールポリシーを作成するには、次の作業を実行する必要があ

ります。

•一致基準の定義（クラスマップ）。

•一致基準とアクションの関連付け（ポリシーマップ）。

•ゾーンペアへのポリシーマップの付加（サービスポリシー）。

class-mapコマンドは、パケットを指定されたクラスに一致させるためのクラスマップを作成し
ます。ターゲット（入力インターフェイス、出力インターフェイス、またはゾーンペアなど）に

到達したパケットは、service-policyコマンドの設定方法に従って、クラスマップ用に設定された
一致基準に基づいてチェックされ、パケットがそのクラスに属しているかどうかが判断されます。

policy-mapコマンドは、1つ以上のターゲットに付加できるポリシーマップを作成または変更し、
サービスポリシーを指定します。policy-mapコマンドを使用して、作成、追加、または修正する
ポリシーマップの名前を指定してから、クラスマップで一致基準が定義されているクラスのポリ

シーを設定します。

セキュリティゾーンのメンバーとしての仮想インターフェイス

仮想テンプレートインターフェイスは、特定の目的のため、または特定のユーザに共通のコン

フィギュレーションを定義するための汎用的なコンフィギュレーション情報と、デバイスに依存

した情報を組み合わせて設定された論理インターフェイスです。このテンプレートには、仮想ア

クセスインターフェイスに適用されるCiscoソフトウェアインターフェイスコマンドが含まれま
す。仮想テンプレートインターフェイスを設定するには、interfacevirtual-templateコマンドを使
用します。

ゾーンメンバー情報がRADIUSサーバから取得され、ダイナミックに作成されたインターフェイ
スがそのゾーンのメンバーになります。zone-membersecurityコマンドは、動的インターフェイス
を対応するゾーンに追加します。

LNSの加入者単位のファイアウォール機能の詳細については、Release Notes for Cisco ASR 1000
Series Aggregation Services Routers for Cisco IOS XE Release 2を参照してください。

ゾーンペア

ゾーンペアにより、2つのセキュリティゾーン間で単方向のファイアウォールポリシーを指定で
きます。

ゾーンペアを定義するには、zone-pairsecurityコマンドを使用します。トラフィックの方向は、
送信元ゾーンと宛先ゾーンで指定されます。ゾーンペアの送信元ゾーンと宛先ゾーンはセキュリ

ティゾーンである必要があります。

デフォルトゾーンまたはセルフゾーンを送信元ゾーンと宛先ゾーンのどちらかとして選択するこ

とができます。セルフゾーンは、メンバーとしてインターフェイスを何も持たないシステム定義

のゾーンです。セルフゾーンを含むゾーンペアは、関連付けられたポリシーとともに、デバイス

宛てのトラフィックまたはデバイスによって生成されたトラフィックに適用されます。デバイス

を経由するトラフィックには適用されません。
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ファイアウォールの最も一般的な用途は、デバイス経由のトラフィックに適用することです。そ

のため、少なくとも2つのゾーンが必要になります（つまり、セルフゾーンは使用できません）。

ゾーンメンバーインターフェイス間のトラフィックを許可するには、そのゾーンと別のゾーン間

の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。ターゲットのゾー

ンペアにファイアウォールポリシーマップをアタッチするには、service-policytypeinspectコマン
ドを使用します。

次の図は、ゾーン Z1からゾーン Z2に流れるトラフィックにファイアウォールポリシーを適用す
る例を示しています。ここでは、トラフィックの入力インターフェイスはゾーンZ1のメンバー、
出力インターフェイスはゾーン Z2のメンバーです。

図 2：ゾーンペア

2つのゾーンがあり、両方向（Z1から Z2への方向と Z2から Z1への方向）のトラフィックに対
するポリシーが必要な場合は、2つのゾーンペア（各方向について 1つずつ）を設定する必要が
あります。

ゾーンペア間でポリシーが設定されていない場合は、トラフィックがドロップされます。ただ

し、リターントラフィックのためだけにゾーンペアとサービスポリシーを設定する必要はあり

ません。デフォルトで、リターントラフィックは許可されません。サービスポリシーで順方向の

トラフィックが検査され、リターントラフィック用のゾーンペアとサービスポリシーが存在し

ない場合は、リターントラフィックが検査されます。サービスポリシーで順方向のトラフィック

が許可され、リターントラフィック用のゾーンペアとサービスポリシーが存在しない場合は、

リターントラフィックがドロップされます。どちらの場合も、リターントラフィックを許可する

ようにゾーンペアとサービスポリシーを設定する必要があります。上の図では、Z2から Z1への
リターントラフィックを許可するようにゾーンペアの送信元と宛先を設定する必要はありませ

ん。Z1から Z2へのゾーンペアに対するサービスポリシーがその役割を果たします。

レガシーファイアウォールは、デフォルトでルールまたはポリシーによって明示的に定義されて

いないパケットを許可するのに対し、ゾーンベースファイアウォールは、ルールまたはポリシー

によって明示的に許可されていないパケットをドロップします。
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ゾーンベースファイアウォールの場合は、内部ゾーンと外部ゾーン間を流れるトラフィックに

よって、ゾーン内で生成される断続的な Internet ControlMessage Protocol（ICMP）応答を処理する
ときの動作が異なります。

セルフゾーンを送信元とするゾーンペア、および内部ゾーンと外部ゾーン間を流れるトラフィッ

クについて明示的なポリシーが設定されたコンフィギュレーションでは、断続的な ICMP応答が
生成された場合、ゾーンベースファイアウォールはセルフゾーンを送信元とするゾーンペアで

ICMPの明示的な許可ルールを探します。セルフゾーンを送信元とするゾーンペアに対する ICMP
の明示的な検査ルールは、断続的な ICMP応答に関連するセッションが存在しないという理由で
役に立たない場合があります。

ゾーンとインスペクション

ゾーンベースポリシーファイアウォールは、ファイアウォールポリシーに照らして、入力イン

ターフェイスと出力インターフェイスから送信元ゾーンと宛先ゾーンを検査します。インターフェ

イスを通過するすべてのトラフィックを検査する必要はありません。ゾーンペア全体で適用され

るポリシーマップを通して、ゾーンペアの個々のフローを検査するように指定できます。ポリ

シーマップには、個々のフローを指定するクラスマップが含まれます。検査アクションを伴うト

ラフィックは、ファイアウォールテーブル内に接続を構築し、状態チェックの対象になります。

通過アクションを伴うトラフィックは、ゾーンファイアウォールを完全にバイパスして、どの

セッションも作成しません。

TCPしきい値やタイムアウトなどの inspectパラメータをフローあたりで設定することもできま
す。

ゾーンと ACL
ゾーンのメンバーであるインターフェイスに適用されるアクセスコントロールリスト（ACL）
は、ポリシーがゾーンペアに適用される前に処理されます。ゾーン間にポリシーが適用されてい

る場合は、そのインターフェイス ACLがポリシーファイアウォールトラフィックと干渉してい
ないことを確認する必要があります。

ピンホール（保護されたネットワークへのアプリケーション制御アクセスを許可するファイア

ウォール経由で開かれるポート）は、インターフェイス ACL内のリターントラフィックに対し
て開かれません。

ゾーンベースポリシーファイアウォールのクラスマップとポリシー

マップ

Quality of Service（QoS）クラスマップには多数の一致基準があります。ファイアウォールの一致
基準はそれより少なくなっています。ファイアウォールクラスマップのタイプは inspectであり、
この情報により、ファイアウォールクラスマップの下に表示される内容が決まります。

ポリシーとは、トラフィッククラスとアクションの関連付けです。定義されたトラフィッククラ

スで実行するアクションを指定します。アクションは特定の機能で、通常、トラフィッククラス

に関連付けられます。たとえば、inspectと dropはアクションです。
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レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラスマップとポリシーマップ
レイヤ 3およびレイヤ 4クラスマップは、異なるアクションを実行する必要のあるトラフィック
ストリームを識別します。

トラフィックの基本的な検査には、レイヤ 3またはレイヤ 4ポリシーマップで十分です。

次の例は、ACL 101と HTTPプロトコルの一致基準を含むクラスマップ c1を設定し、さらに p1
という名前の検査ポリシーマップを作成してc1に一致するトラフィックのパケットをドロップす
るよう指定する方法を示します。

Device(config)# class-map type inspect match-all c1
Device(config-cmap)# match access-group 101
Device(config-cmap)# match protocol http
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect p1
Device(config-pmap)# class type inspect c1
Device(config-pmap-c)# drop

Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータでは、ファイアウォールが最大
1000のポリシーマップをサポートし、ポリシーマップあたり 8のクラスをサポートします。
設定できるマッチングステートメントは、クラスマップごとに最大16、全体では1000です。

（注）

クラスマップ設定の制約

トラフィックが複数の一致基準を満たす場合、個別性の高い基準から低い基準の順序で適用する

必要があります。たとえば、次のクラスマップの例を考えてみましょう。

class-map type inspect match-any my-test-cmap
match protocol http
match protocol tcp

この例では、HTTPトラフィックが HTTPインスペクションのサービス固有機能によって確実に
処理されるようにするため、トラフィックがまず match protocol httpコマンドに遭遇するように
する必要があります。「match」行を逆にすると、match protocol httpコマンドと比較される前に
match protocol tcpコマンドに遭遇するため、トラフィックはTCPトラフィックとして分類され、
ファイアウォールの TCPインスペクションコンポーネントの機能に従って検査されます。match
protocol TCPが最初に設定されると、FTPや TFTPなどのサービスの問題や、H.323、Real Time
Streaming Protocol（RTSP）、Session Initiation Protocol（SIP）、Skinnyなどのマルチメディアおよ
び音声シグナリングサービスの問題が発生します。これらのサービスには、より複雑なアクティ

ビティを認識するために追加のインスペクション機能が必要です。

class-default クラスマップ

ユーザ定義クラスに加えて、class-defaultという名前のシステム定義クラスマップは、ポリシーの
ユーザ定義クラスのどれとも一致しないすべてのパケットを表します。class-defaultクラスは常
に、ポリシーマップの最後のクラスです。
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どのユーザ定義クラスにも一致しないパケットのグループに対する明示的なアクションを定義で

きます。検査ポリシーで class-defaultクラスに対してアクションを設定しない場合、デフォルトの
アクションは dropです。

検査ポリシーの class-defaultに対して設定できるアクションは dropと passだけです。（注）

次の例は、ポリシーマップで class-defaultを使用する方法を示します。この例では、HTTPトラ
フィックはドロップされ、残りのトラフィックが検査されます。HTTPトラフィックに対してク
ラスマップ c1が定義されており、ポリシーマップ p1で class-defaultが使用されています。

Device(config)# class-map type inspect match-all c1
Device(config-cmap)# match protocol http
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect p1
Device(config-pmap)# class type inspect c1
Device(config-pmap-c)# drop
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop

レイヤ 3 とレイヤ 4 のサポートされるプロトコル

次のプロトコルがサポートされています。

• FTP

• H.323

• ICMP

• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）

• LDAP over Transport Layer Security/Secure Socket Layer（LDAPS）

• Real-time Streaming Protocol（RTSP）

• Session Initiation Protocol（SIP）

• Skinny Client Control Protocol（SCCP）

• TCP

• TFTP

• UDP

アクセスコントロールリストとクラスマップ

アクセスリストは、パケット分類メカニズムです。アクセスリストでは、ACLが特定のルータ
ネットワークインターフェイスに適用されたときに許可または拒否される実際のネットワークト

ラフィックを定義します。つまり、ACLは、パケットに適用される許可および拒否条件を順番に
集めたものです。ルータは、一度に 1つずつACLの条件に基づいてパケットをテストします。拒
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否条件は「一致しない」と解釈されます。拒否アクセスコントロールエントリ（ACE）と一致す
るパケットの場合、ACL処理が終了し、クラス内の次の matchステートメントが調べられます。

ACLの変数の範囲をクラスマップの一致基準として設定できます。ファイアウォールでは 5
タプル一致基準だけがサポートされているため、サポートされている一致基準は送信元アドレ

ス、送信元ポート、宛先アドレス、宛先ポート、およびプロトコルだけです。CLIで設定およ
び受け入れられるその他のすべての一致基準は、ファイアウォールではサポートされていませ

ん。

（注）

クラスマップは、次の基準に基づいて、ACLの一連の変数を照合するために使用されます。

•クラスマップが許可条件または拒否条件に一致しない場合、ACLは失敗します。

•クラスマップが指定されている場合、クラスマップはACL変数でAND（match-all）または
OR（match-any）演算のどちらかを実行します。

• match-all属性が指定され、どの一致条件、ACL、またはプロトコルもパケットと一致しない
場合、現在のクラスの評価はその時点で停止され、ポリシーの次のクラスが調べられます。

• match-any属性でいずれかの matchが成功した場合、class-map基準が満たされ、ポリシーで
定義されたアクションが実行されます。

• ACLが match-any属性と一致した場合、ファイアウォールは宛先ポートに基づいてレイヤ 7
プロトコルの確認を試みます。

クラスマップで match-all属性を指定した場合、レイヤ 4一致基準（ICMP、TCP、UDP）が設定
され、レイヤ 7の一致基準は設定されません。したがって、レイヤ 4インスペクションが実行さ
れ、レイヤ 7インスペクションは省略されます。

アクセスリストには、標準と拡張の 2つの形式があります。標準アクセスリストでは、IPアドレ
スまたは IPアドレスの範囲を許可または拒否するように定義します。拡張アクセスリストでは、
送信元と宛先両方の IPアドレスまたは IPアドレス範囲を定義します。拡張アクセスリストは、
パケットの ICMP、TCP、および UDPプロトコルタイプと宛先ポート番号に基づいて、パケット
の許可または拒否を定義することもできます。

次に、IPアドレス 10.2.3.4から受信したパケットを、クラス test1と照合する例を示します。この
例では、アクセスリスト 102が拒否条件と一致し、アクセスリストの他のエントリの処理を停止
します。クラスマップはmatch all属性で指定されているため、「class-map test1」の照合は失敗し
ます。ただし、test1クラスマップにリストされているプロトコルの 1つと一致する場合は、この
クラスマップか検査されます。

クラスマップ test1が match-allではなく match-any属性を使用していた場合は、ACLは拒否と一
致して失敗しましたが、HTTPプロトコルと一致し、「pmap1」を使用した検査が実行されまし
た。
access-list 102 deny ip 10.2.3.4 0.0.0.0 any
access-list 102 permit any any
class-map type inspect match-all test1
match access-list 102
match protocol http
!
class-map type inspect match-any test2
match protocol sip
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match protocol ftp
match protocol http
!
parameter-map type inspect pmap1
tcp idle-time 15
!
parameter-map type inspect pmap2
udp idle-time 3600
!
policy-map type inspect test
class type inspect test1
inspect pmap1

!
class type inspect test2
inspect pmap2

!
class type inspect class-default
drop log

階層型ポリシーマップ

あるポリシーの中でポリシーをネストできます。ネストされたポリシーを含むポリシーのことを

「階層ポリシー」と呼びます。

階層ポリシーを作成するには、ポリシーをトラフィックのクラスに直接付加します。階層ポリシー

には子ポリシーと親ポリシーが含まれます。子ポリシーは、以前定義したポリシーであり、

service-policyコマンドを使用して新しいポリシーに関連付けられています。既存のポリシーを使
用する新しいポリシーが親ポリシーです。

階層検査サービスポリシーに作成できる階層レベルは 2レベルまでです。（注）

パラメータマップ

パラメータマップを使用すると、ポリシーマップで指定したアクションとクラスマップで指定

した一致基準の動作を制御するパラメータを指定できます。

パラメータマップには次の 2種類があります。

•検査パラメータマップ

検査パラメータマップは任意です。パラメータマップを使用しない場合、デフォルトのパ

ラメータが使用されます。inspectアクションに関連付けられたパラメータは、ネストされた
すべてのアクション（ある場合）に適用されます。トップレベルと下位レベルの両方でパラ

メータが指定されている場合、下位レベルのパラメータが優先されます。

•プロトコル固有パラメータマップ

インスタントメッセンジャ（IM）アプリケーション（レイヤ7）のポリシーマップに必要な
パラメータマップです。
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ファイアウォールと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、登録されていない IPアドレスを使用してインターネット
へ接続するプライベート IPインターネットワークをイネーブルにします。NATはデバイス（通
常、2つのネットワークを接続するもの）で動作し、パケットを別のネットワークに転送する前
に、社内ネットワークの（グローバルに一意のアドレスではなく）プライベートアドレスを正規

のアドレスに変換します。NATは、ネットワーク全体の 1つだけのアドレスを外部にアドバタイ
ズするように設定できます。NATが設定されたデバイスには、少なくとも内部ネットワークに対
して 1つ、外部ネットワークに対して 1つのインターフェイスがあります。

標準的な環境では、NATはスタブドメインとバックボーンの間の出口デバイスに設定されます。
パケットがドメインから出て行くとき、NATはローカルで意味のある送信元アドレスをグローバ
ルで一意のアドレスに変換します。パケットがドメインに入ってくる際は、NATはグローバルで
一意の宛先アドレスをローカルアドレスに変換します。出力点が複数存在する場合、個々のNAT
は同一の変換テーブルを持っていなければなりません。アドレスが足りなくなって、パケットに

アドレスを割り当てられなくなった場合、ソフトウェアはそのパケットをドロップし、Internet
Control Message Protocol（ICMP）ホスト到達不能パケットを送信します。

NATについては、「内部」という用語は組織により所有され、変換を必要とするネットワークを
意味します。このドメイン内では、ホストのアドレスは 1つのアドレス空間に含まれます。NAT
が設定されている場合、ホストが外部にあると、そのホストには別のアドレス空間にアドレスが

あるように見えます。内部アドレス空間はローカルアドレス空間として参照され、外部アドレス

空間はグローバルアドレス空間として参照されます。

NATが送信元と宛先の両方の IPアドレスを変換するシナリオについて考えてみます。パケット
は、送信元アドレス 192.168.1.1および宛先アドレス 10.1.1.1を使用して内部NATからデバイスに
送信されます。NATはこれらのアドレスを変換し、送信元アドレス 209.165.200.225および宛先ア
ドレス 209.165.200.224を使用して外部ネットワークにパケットを送信します。

同様に、外部 NATから応答が返されると、送信元アドレスは 209.165.200.225になり、宛先アド
レスは 209.165.200.224になります。したがって NAT内部では、パケットの送信元アドレスは
10.1.1.1、宛先アドレスは 192.168.1.1となります。

このシナリオでは、ファイアウォールポリシーで使用されるアプリケーションコントロールエ

ンジン（ACE）を作成する場合は、NAT前の IPアドレス（内部ローカルアドレスおよび外部グ
ローバルアドレス）192.168.1.1と 209.165.200.224を使用する必要があります。

Cisco ファイアウォールに対する WAAS サポート
リリースによっては、WideAreaApplicationServices（WAAS）ファイアウォールソフトウェアが、
セキュリティ対応WAN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を最適化す
る統合型ファイアウォールに次のようなメリットを提供します。

• WAASネットワークを透過的に統合します。

•透過的なWAN加速化トラフィックを保護します。

•フルステートフルインスペクション機能を通してWANを最適化します。
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• Payment Card Industry（PCI）コンプライアンスを簡略化します。

• Network Management Equipment（MME）Wide Area Application Engine（WAE）モジュールま
たはスタンドアロンWAASデバイス展開をサポートします。

WAASは、初期の 3方向ハンドシェイク中に TCPオプションを使用してWAEデバイスを透過的
に識別する自動検出メカニズムを備えています。自動検出後、最適化されたトラフィックフロー

（パス）ではTCPシーケンス番号が変化し、エンドポイントは最適化されたトラフィックフロー
と最適化されてないトラフィックフローを区別できます。

パスは接続と同じ意味で使用されています。（注）

WAASは、Ciscoファイアウォールで、内部ファイアウォールTCP状態変数を含むTCPトラフィッ
クフローのステートフルなレイヤ 4インスペクションを損なうことなく、シーケンス番号を変更
することによって、最適化されたトラフィックを自動的に検出できるようにします。これらの変

数は、WAEデバイスの存在に応じて調整されます。

Ciscoファイアウォールは、トラフィックフローが正常にWAAS自動検出を完了したことを認識
すると、トラフィックフロー用の初期シーケンス番号のシフトを許可し、最適化されたトラフィッ

クフローのレイヤ 4状態を維持します。

クライアント側のステートフルなレイヤ7インスペクションは、最適化されていないトラフィッ
クに対しても実行できます。

（注）

WAAS トラフィックフロー最適化展開シナリオ
ここでは、ブランチオフィス展開に関する 2種類のWAASトラフィックフロー最適化シナリオ
について説明します。WAASトラフィックフロー最適化は、Ciscoサービス統合型ルータ（ISR）
上の Ciscoファイアウォール機能と連動します。

次の図に、Ciscoファイアウォールを使用したエンドツーエンドのWAASトラフィックフロー最
適化の例を示します。この特定の展開では、NetworkManagement Equipment（NME）-WAEデバイ

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

17

ゾーンベースポリシーファイアウォール

Cisco ファイアウォールに対する WAAS サポート



スが Ciscoファイアウォールと同じデバイス上に存在します。Web Cache Communication Protocol
（WCCP）が代行受信用にトラフィックをリダイレクトするために使用されます。

図 3：エンドツーエンドの WAAS 最適化パス

オフパスデバイスを使用した WAAS ブランチ展開

Wide Area Application Engine（WAE）デバイスは、スタンドアロンWAEデバイスにすることも、
サービス統合型ルータ（ISR）に統合型サービスエンジンとしてインストールされた NME-WAE
にすることもできます（図のWide Area Application Services（WAAS）ブランチ展開を参照）。

次の図に、WebCacheCommunicationProtocol（WCCP）を使用して、トラフィックインスペクショ
ンのために、トラフィックをオフパススタンドアロンWAEデバイスにリダイレクトするWAAS
ブランチ展開を示します。このオプションの設定は、NME-WAEを使用したWAAS支店の展開と
同じです。

図 4：WAAS オフパスブランチ展開

インラインデバイスを使用した WAAS ブランチ展開

次の図に、インラインWide Area Application Engine（WAE）デバイスがサービス統合型ルータ
（ISR）の前に配置されたWideAreaApplication Services（WAAS）ブランチ展開を示します。WAE
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デバイスがデバイスの前に配置されているため、CiscoファイアウォールがWAAS最適化パケッ
トを受信し、結果的に、クライアント側のレイヤ 7インスペクションがサポートされません。

図 5：WAAS インラインパスブランチ展開

Ciscoファイアウォールを使用したエッジWAASデバイスを、WAN接続との間で転送されるトラ
フィックを検査する必要があるブランチオフィスサイトで使用します。Ciscoファイアウォール
は、トラフィックで最適化インジケータ（TCPオプションと後続のTCPシーケンス番号の変更）
をモニタして、最適化されたトラフィックが通過できるようにします。一方、すべてのトラフィッ

クにレイヤ4のステートフルインスペクションとディープパケットインスペクションを適用し、
セキュリティを確保することで、WAAS最適化のメリットを享受します。

WAEデバイスがインラインロケーションにある場合、デバイスは自動検出プロセス後にバイ
パスモードになります。デバイスは、WAAS最適化に直接関与しませんが、最適化インジケー
タが存在する場合は、Ciscoファイアウォールインスペクションをネットワークトラフィック
に適用し最適化アクティビティを考慮に入れるために、WAAS最適化がトラフィックに適用さ
れていることを認識している必要があります。

（注）

ゾーンベースファイアウォールでの Out-of-Order パケット処理のサポー
ト

デフォルトでは、レイヤ7ディープパケットインスペクション（DPI）が有効にされている場合、
またはレイヤ 7プロトコルマッチングでレイヤ 4インスペクションが有効にされている場合、
Cisco IOS XEファイアウォールはすべての Out-of-Order（OoO）パケットをドロップします。
Out-of-Orderパケットのドロップは（送信者の代わりとなる）再送信タイマーが満了するまで行わ
れないため、Out-of-Orderパケットがドロップされると終端アプリケーションで大幅な遅延が発生
する可能性があります。レイヤ 7インスペクションはステートフルパケットインスペクションで
あり、TCPパケットの順序が正しくなければ機能しません。

Cisco IOS XEリリース 3.5Sでは、セッションに DPIが必要ない場合、OoOパケットは許可され
て、ルータをパススルーして宛先に到達できます。OoOパケットが含まれるすべてのレイヤ 4ト
ラフィックに、宛先へのパススルーが許可されます。一方、セッションにレイヤ 7インスペク
ションが必要な場合は、やはり OoOパケットはドロップされます。DPIが必要ない場合は OoO
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パケットをドロップしないようにすることで、ドロップされたパケットを再送信する必要がなく

なるため、再送信に必要なネットワーク上の帯域幅が削減されます。

デバッグメッセージの重大度

デバッグメッセージの重大度により、メッセージが記録される問題のタイプが指定されます。

ファイアウォールのデバッグを有効にする場合は、ログに記録するメッセージのレベルを指定で

きます。次の表に、デバッグメッセージの重大度の詳細を示します。

表 1：ファイアウォールデバッグメッセージの重大度

説明重大度トレースレベ

ル

ゾーンベースポリシーファイアウォールが使用できない原

因、またはパケットを転送しなくなる原因である問題に適用

されます。これはデフォルトです。

Criticalイベントの例を次に示します。

•ログメカニズムによりトリガーされたバックプレッ
シャ。

•リソース制限の超過。

•メモリ割り当ての失敗。

•新しいセッションを実行できないハイアベイラビリティ
状態。

1Critical

すべてのエラー条件とパケットドロップ条件に適用されます。

Errorイベントの例を次に示します。

•同期（SYN）Cookie：最大宛先数に達した。

•イニシエータパケットではない。

•パケットを送信できなかった。

•アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）のエラー
状態。

2Error
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説明重大度トレースレベ

ル

情報メッセージに適用されます。

Informationイベントの例を次に示します。

•誤ったポリシー設定、ゾーンチェック失敗、不正なパ
ケット、またはハードコーディングされている制限また

はしきい値が原因で発生したパケットドロップ。

•ステートマシン遷移。

•セッションまたは不明確チャネルデータベース情報、検
索結果などです。

•パケット分類のステータスまたは結果。

•パケットパスまたはパケットドロップのステータス。

•セッションヒットまたはセッションミス。

•送信されたパケットが TCPリセット（RST）パケットで
ある。

• SYN Cookieイベント。

3Information

すべてのログメッセージを出力します。

Detailイベントの例を次に示します。

•データ構造。

• TernaryContent-AddressableMemory（TCAM）検索キーと
結果構造。

•ファイアウォールイベントの詳細。

4Detail

ゾーンベースポリシーファイアウォールのスマートライセンスのサ

ポート

Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータのゾーンベースポリシーファイア
ウォール機能は、セキュリティパッケージとは別にパッケージ化されているので、ゾーンベース

ポリシーファイアウォールでは機能を有効または無効にするためのライセンスが必要です。

ASR1000のゾーンベースファイアウォールのスマートライセンスサポート機能は、ユニバーサ
ルK9ソフトウェアイメージにより、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータ
のスマートライセンスを機能レベルで実現します。
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この機能を有効にするためにデバイスをリロードする必要はありません。スマートライセンス

は、デフォルトではオンになっていません。スマートラインセンスは、license smart enableコマ
ンド、または zone securityコマンドを使用したゾーンベースポリシーファイアウォールの設定に
より、グローバルにオンとオフが切り替えられます。スマートライセンスの実装時に show license
allコマンドを実行すると、スマートライセンスのステータスが表示されます。スマートライセ
ンスがグローバルに有効である場合の show license allコマンドの出力例を次に示します。
Device# show license all

License Store: Primary License Storage
StoreIndex: 0 Feature: internal_service Version: 1.0

License Type: Evaluation
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 1 day 0 hour
Evaluation period left: 18 hours 57 minutes
Period used: 5 hours 2 minutes
Expiry date: Mar 18 2016 14:15:02

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

License Store: Built-In License Storage
StoreIndex: 0 Feature: adventerprise Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 3 days
Period used: 5 hours 13 minutes
Transition date: May 16 2016 14:03:52

License Count: Non-Counted
License Priority: Low <-- (CSL mode license)

Device(config)# license smart enable
Device(config)# zone security z1
Device(config)# exit
Device# show license all

Smart Licensing Status
––––––––––––––––––––––––––
Smart Licensing is ENABLED

Registration:
Status: UNREGISTERED
Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:
Status: EVAL MODE
Evaluation Period Remaining: 65 days, 14 hours, 19 minutes, 47 seconds

License Usage
–––-----------

(ASR_1000_AdvEnterprise):
Description:
Count: 1
Version: 1.0
Status: EVAL MODE

(ASR_1000_firewall):
Description:
Count: 1
Version: 1.0
Status: EVAL MODE

Product Information
––––––––––––––––––––--
UDI: PID:ASR1013,SN:NWG165000A9

Agent Version
–––––––––––––--
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Smart Agent for Licensing: 1.5.1_rel/29
Component Versions: SA:(1_3_dev)1.0.15, SI:(dev22)1.2.1, CH:(rel5)1.0.3, PK:(dev18)1.0.3

スマートライセンスが無効な場合の出力例を次に示します。

Device(config)# no zone security z1
Device(config)# exit
Device# show license all

Smart Licensing Status
----------------------

Smart Licensing is ENABLED

Registration:
Status: UNREGISTERED
Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:
Status: EVAL MODE
Evaluation Period Remaining: 65 days, 14 hours, 18 minutes, 58 seconds

License Usage
–––––––-------

(ASR_1000_AdvEnterprise):
Description:
Count: 1
Version: 1.0
Status: EVAL MODE

Product Information
--------------------
UDI: PID:ASR1013,SN:NWG165000A9

Agent Version
-------------
Smart Agent for Licensing: 1.5.1_rel/29
Component Versions: SA:(1_3_dev)1.0.15, SI:(dev22)1.2.1, CH:(rel5)1.0.3, PK:(dev18)1.0.3

Device(config)# no license smart enable
Device(config)# exit
Device# show license all

License Store: Primary License Storage
StoreIndex: 0 Feature: internal_service Version: 1.0

License Type: Evaluation
License State: Active, Not in Use, EULA accepted

Evaluation total period: 1 day 0 hour
Evaluation period left: 18 hours 54 minutes
Period used: 5 hours 5 minutes

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

License Store: Built-In License Storage
StoreIndex: 0 Feature: adventerprise Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 3 days
Period used: 5 hours 17 minutes

License Count: Non-Counted
License Priority: Low <--- (back to CSL mode)
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ゾーンベースポリシーファイアウォールの設定方法

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォールポリシーの設定
レイヤ 3およびレイヤ 4のポリシーは、ターゲット（ゾーンペア）に付加される「トップレベ
ル」のポリシーです。レイヤ 3およびレイヤ 4のファイアウォールポリシーを設定するには、次
の作業を実行します。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 のファイアウォールポリシーのクラスマップの設定
ネットワークトラフィックを分類するためのクラスマップを設定するには、次の作業を行いま

す。

ステップ 4、5、6のうち、少なくとも 1つのマッチング手順を実行する必要があります。（注）

パケットがアクセスグループ、プロトコル、クラスマップのいずれかにマッチングされると、そ

れらのパケットのトラフィックレートが生成されます。ゾーンベースファイアウォールポリシー

では、ポリシーと一致するのは、セッションを作成した最初のパケットのみです。このフローの

後続パケットは、設定されたポリシー内のフィルタと一致しませんが、セッションとは直接一致

します。後続パケットに関連する統計情報は、検査アクションの一部として表示されます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. class-maptypeinspect [match-any |match-all] class-map-name
4. matchaccess-group {access-group | nameaccess-group-name}
5. matchprotocolprotocol-name [signature]
6. matchclass-mapclass-map-name
7. end
8. showpolicy-maptypeinspectzone-pairsession

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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Non Linguistic Issue
"configure" and "terminal" are tags. Please add a single byte space between these tags.
Not fixed in ITD.

UT
テキスト注釈
To Cisco Engineer

Non Linguistic Issue.
"class-map" and "type inspect" are tags. Please add a single byte space between these tags. This issue was found throughout the document.
Not fixed in ITD.




目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 3またはレイヤ 4の検査タイプクラスマップを作成
し、クラスマップコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

class-maptypeinspect [match-any |match-all]
class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-all c1

ステップ 3   

アクセスコントロールリスト（ACL）名または番号に基づ
いて、クラスマップの一致基準を設定します。

matchaccess-group {access-group |
nameaccess-group-name}

例：
Device(config-cmap)# match access-group
101

ステップ 4   

指定したプロトコルに基づいてクラスマップの一致基準を

設定します。

matchprotocolprotocol-name [signature]

例：
Device(config-cmap)# match protocol http

ステップ 5   

•検査タイプクラスマップの一致基準には、Ciscoステー
トフルパケットインスペクションでサポートされてい

るプロトコルのみを使用できます。

• signature：ピアツーピアパケットのシグニチャベース
の分類がイネーブルになります。

すでに定義したクラスをクラスマップの一致基準として指

定します。

matchclass-mapclass-map-name

例：
Device(config-cmap)# match class-map c1

ステップ 6   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了し、特

権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 7   

（オプション）指定されたゾーンペアにポリシーマップが

適用されたために作成された、Ciscoステートフルパケッ
トインスペクションセッションを表示します。

showpolicy-maptypeinspectzone-pairsession

例：
Device(config-cmap)# show policy-map
type inspect zone-pair session

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

クラスマップフィールドの下に表示される情報

は、接続開始トラフィックのみに属するトラ

フィックのトラフィックレート（ビット/秒）で
す。接続セットアップレートが非常に高く、レー

トが計算される複数のインターバルにわたって高

い接続セットアップレートが持続する場合を除

き、接続に関する意味のあるデータは表示されま

せん。

（注）

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォールポリシーのポリシーマップの作成
後でゾーンペアに付加するレイヤ 3およびレイヤ 4ファイアウォールポリシーのポリシーマッ
プを作成するには、次の作業を実行します。

ステップ 5、8、9、10のうち、少なくとも 1つの手順を実行する必要があります。（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
4. classtypeinspectclass-name
5. inspect [parameter-map-name]
6. police rateunitsbpsburstburst-in-bytesbytes
7. drop[log]
8. pass
9. service-policytypeinspectpolicy-map-name
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 3とレイヤ 4の検査タイプポリシーマップを作
成し、ポリシーマップコンフィギュレーションモード

を開始します。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
p1

ステップ 3   

アクションを実行する対象のトラフィッククラスを指定

し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを開始します。

classtypeinspectclass-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
c1

ステップ 4   

Ciscoステートフルパケットインスペクションをイネー
ブルにします。

inspect [parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
inspect-params

ステップ 5   

（任意）ファイアウォール（検査）ポリシー内で一致す

るトラフィックを制限します。

police rateunitsbpsburstburst-in-bytesbytes

例：

Device(config-pmap-c)# police rate 2000
bps burst 3000 bytes

ステップ 6   

（任意）定義されたクラスと一致するパケットをドロッ

プします。

drop[log]

例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 7   

アクションの dropと passは排他的です。ま
た、アクションの inspectと dropも排他的で
す。つまり、両方は指定できません。

（注）

（任意）定義されたクラスと一致するパケットを許可し

ます。

pass

例：
Device(config-pmap-c)# pass

ステップ 8   

ファイアウォールポリシーマップをゾーンペアに付加

します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
type inspect p1

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 10   

検査パラメータマップの作成

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. parameter-maptypeinspect {parameter-map-name | global | default}
4. log {dropped-packets {disable | enable} | summary [flowsnumber] [time-intervalseconds]}
5. alert {on | off}
6. audit-trail{on | off}
7. dns-timeoutseconds
8. icmpidle-timeoutseconds
9. max-incomplete{low | high} number-of-connections
10. one-minute {low | high} number-of-connections
11. sessionsmaximumsessions
12. tcpfinwait-timeseconds
13. tcpidle-timeseconds
14. tcpmax-incompletehostthreshold[block-timeminutes]
15. tcpsynwait-timeseconds
16. tcpwindow-scale-enforcementloose
17. udpidle-timeseconds
18. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の

inspectアクションに関連するパラメータの検査パラ
parameter-maptypeinspect {parameter-map-name |
global | default}

例：
Device(config)# parameter-map type inspect
eng-network-profile

ステップ 3   

メータマップを設定し、パラメータマップタイプ

検査コンフィギュレーションモードを開始します。

（任意）ファイアウォールアクティビティの実行時

のパケットロギングを設定します。

log {dropped-packets {disable | enable} | summary
[flowsnumber] [time-intervalseconds]}

例：
Device(config-profile)# log summary flows 15
time-interval 30

ステップ 4   

このコマンドが見えるのは、パラメータ

マップタイプ検査コンフィギュレーショ

ンモードの場合のみです。

（注）

（任意）コンソールに表示される Ciscoステートフ
ルパケットインスペクションアラートメッセージ

をイネーブルにします。

alert {on | off}

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 5   

（任意）監査証跡メッセージをイネーブルにしま

す。

audit-trail{on | off}

例：
Device(config-profile)# audit-trail on

ステップ 6   

（任意）ドメインネームシステム（DNS）のアイ
ドルタイムアウト（アクティビティのない間、DNS

dns-timeoutseconds

例：
Device(config-profile)# dns-timeout 60

ステップ 7   

ルックアップセッションを管理する時間の長さ）を

指定します。

（任意）Internet Control Message Protocol（ICMP）
セッションのタイムアウトを設定します。

icmpidle-timeoutseconds

例：
Device(config-profile)# icmp idle-timeout 90

ステップ 8   

（任意）Ciscoファイアウォールによるハーフオー
プンセッションの削除の開始および停止を起動する

max-incomplete{low | high} number-of-connections

例：
Device(config-profile)# max-incomplete low 800

ステップ 9   

既存のハーフオープンセッションの数を定義しま

す。

（任意）システムによるハーフオープンセッション

の削除の開始と停止を起動する新規の未確立セッ

ションの数を定義します。

one-minute {low | high} number-of-connections

例：
Device(config-profile)# one-minute low 300

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）1つのゾーンペアに存在できる許可された
セッションの最大数を設定します。

sessionsmaximumsessions

例：
Device(config-profile)# sessions maximum 200

ステップ 11   

•このコマンドを使用して、セッションによって
使用される帯域幅を制限します。

（任意）Ciscoファイアウォールが finish
(FIN)-exchangeを検出した後、TCPセッションを管
理する時間を指定します。

tcpfinwait-timeseconds

例：
Device(config-profile)# tcp finwait-time 5

ステップ 12   

（任意）TCPセッションのタイムアウトを設定しま
す。

tcpidle-timeseconds

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time 90

ステップ 13   

（任意）TCPホスト固有のサービス妨害（DoS）の
検出および回避のために、しきい値とブロックする

時間値を指定します。

tcpmax-incompletehostthreshold[block-timeminutes]

例：
Device(config-profile)# tcp max-incomplete host
500 block-time 10

ステップ 14   

（任意）セッションをドロップする前に、TCPセッ
ションが設定された状態に達するまで待機する時間

を指定します。

tcpsynwait-timeseconds

例：
Device(config-profile)# tcp synwait-time 3

ステップ 15   

（任意）ゾーンベースポリシーファイアウォール

において無効なウィンドウスケールオプションを

tcpwindow-scale-enforcementloose

例：
Device(config-profile)# tcp
window-scale-enforcement loose

ステップ 16   

持つ TCPパケットのウィンドウスケールオプショ
ンのチェックをパラメータマップでディセーブルに

します。

（任意）ファイアウォールを通る UDPセッション
のアイドルタイムアウトを設定します。

udpidle-timeseconds

例：
Device(config-profile)# udp idle-time 75

ステップ 17   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーショ

ンモードを終了して、特権EXECコンフィギュレー
ションモードに戻ります。

end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 18   
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セキュリティゾーンとゾーンペアの作成、およびゾーンペアへのポ

リシーマップの付加

ゾーンペアを作成するには、2つのセキュリティゾーンが必要です。ただし、セキュリティゾー
ンを 1つだけ作成し、「セルフ」と呼ばれるシステム定義のセキュリティゾーンを使用できま
す。セルフゾーンを選択する場合、検査ポリシングは設定できません。

このプロセスを使用して、次の作業を実行します。

•セキュリティゾーンにインターフェイスを割り当てます。

•ポリシーマップをゾーンペアに付加します。

•セキュリティゾーンを少なくとも 1つ作成します。

•ゾーンペアを定義します。

ゾーンを作成する前に、ゾーンの構成要素をよく検討する必要があります。一般的なガイドラ

インは、セキュリティの観点から同様の性質をもつインターフェイスをグループにすることで

す。

ヒント

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. zonesecurityzone-name
4. descriptionline-of-description
5. exit
6. zone-pairsecurityzone-pairname[sourcesource-zone-name |self] destination [self | destination-zone-name]
7. descriptionline-of-description
8. exit
9. interfacetypenumber
10. zone-membersecurityzone-name
11. exit
12. zone-pairsecurityzone-pair-name[sourcesource-zone-name |self] destination [self | destination-zone-name]
13. service-policytypeinspectpolicy-map-name
14. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを割り当てることができるセ

キュリティゾーンを作成し、セキュリティゾー

zonesecurityzone-name

例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 3   

ンコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

（任意）ゾーンの説明を入力します。descriptionline-of-description

例：
Device(config-sec-zone)# description Internet
Traffic

ステップ 4   

セキュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 5   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペア

コンフィギュレーションモードを開始します。

zone-pairsecurityzone-pairname[sourcesource-zone-name
|self] destination [self | destination-zone-name]

例：
Device(config)# zone-pair security zp source z1
destination z2

ステップ 6   

ポリシーを適用するには、ゾーンペア

を設定する必要があります。

（注）

（任意）ゾーンペアの説明を入力します。descriptionline-of-description

例：
Device(config-sec-zone-pair)# description accounting
network

ステップ 7   

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 8   

インターフェイスを設定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを指定したセキュリティゾー

ンに割り当てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security zone1

ステップ 10   

インターフェイスをセキュリティゾー

ンのメンバーにした場合、そのインター

フェイスを通して送受信されるすべて

のトラフィックは、デフォルトでドロッ

プされます（ただしデバイス宛のトラ

フィックとデバイス発のトラフィック

を除く）。トラフィックがインターフェ

イス通過するには、ゾーンをポリシー

の適用先のゾーンペアの一部にする必

要があります。ポリシーがトラフィッ

クを許可すると、トラフィックはその

インターフェイスを通過できます。

（注）

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 11   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペア

コンフィギュレーションモードを開始します。

zone-pairsecurityzone-pair-name[sourcesource-zone-name
|self] destination [self | destination-zone-name]

例：
Device(config)# zone-pair security zp source z1
destination z2

ステップ 12   

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾーン

ペアに付加します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type
inspect p2

ステップ 13   

ゾーンのペア間でポリシーが設定され

ない場合、トラフィックはデフォルト

でドロップされます。

（注）

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモードに戻りま
す。

end

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 14   

NetFlow イベントロギングの設定
グローバルパラメータマップは、NetFlowイベントロギングに使用されます。NetFlowイベント
ロギングをイネーブルにすると、装置外の高速ログコレクタにログが送信されます。デフォルト
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では、この機能はイネーブルになっていません。（この機能をイネーブルにしない場合、ファイ

アウォールのログはルートプロセッサまたはコンソールのロガーバッファに送信されます）。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect global
4. log dropped-packets
5. log flow-export v9 udp destination ipv4-address port
6. log flow-export template timeout-rate seconds
7. end
8. show parameter-map type inspect global

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメー

タマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

parameter-map type inspect global

例：
Device(config)# parameter-map type inspect
global

ステップ 3   

ドロップされたパケットのロギングをイネーブルに

します。

log dropped-packets

例：
Device(config-profile)# log dropped-packets

ステップ 4   

NetFlowイベントロギングをイネーブルにして、コ
レクタの IPアドレスとポートを指定します。

log flow-export v9 udp destination ipv4-address
port

例：
Device(config-profile)# log flow-export v9
udp destination 192.0.2.0 5000

ステップ 5   

テンプレートのタイムアウト値を指定します。log flow-export template timeout-rate seconds

例：
Device(config-profile)# log flow-export
template timeout-rate 5000

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 7   

グローバル検査タイプパラメータマップ情報を表

示します。

show parameter-map type inspect global

例：
Device# show parameter-map type inspect
global

ステップ 8   

WAAS を使用したファイアウォールの設定
検査のためにトラフィックをWide Area Application Engine（WAE）デバイスにリダイレクトする
ファイアウォール用のエンドツーエンドWide Area Application Services（WAAS）トラフィックフ
ロー最適化を設定するには、次の作業を実行します。ZBFW環境でWCCPを設定するときには、
ゾーンベースファイアウォールのために L2リダイレクションを GREとして使用する必要がある
ことに注意してください。

Cisco IOS XEソフトウェアではWAASサポートが常にイネーブルとなり、WAAS処理が常に検出
されます。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. ipwccpservice-id
4. ipwccpservice-id
5. parameter-maptypeinspectglobal
6. waasenable
7. logdropped-packetsenable
8. max-incompletelow
9. max-incompletehigh
10. ipinspectwaasenable
11. class-maptypeinspectclass-name
12. matchprotocolprotocol-name [signature]
13. exit
14. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
15. classclass-default
16. class-maptypeinspectclass-name
17. inspect
18. exit
19. exit
20. zonesecurityzone-name
21. descriptionline-of-description
22. exit
23. zone-pairsecurityzone-pairname[sourcesource-zone-name |self] destination [self | destination-zone-name]
24. descriptionline-of-description
25. exit
26. interfacetypenumber
27. descriptionline-of-description
28. zone-membersecurityzone-name
29. ipaddressip-address
30. ipwccpservice-id{group-listen| redirect{in| out}}
31. exit
32. zone-pairsecurityzone-pair-name{sourcesource-zone-name |self}destination [self | destination-zone-name]
33. service-policytypeinspectpolicy-map-name
34. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

Web Cache Communication Protocol（WCCP）で
ダイナミックに定義されたサービス識別番号を

入力します。

ipwccpservice-id

例：
Device(config)# ip wccp 61

ステップ 3   

Web Cache Communication Protocol（WCCP）で
ダイナミックに定義されたサービス識別番号を

入力します。

ipwccpservice-id

例：
Device(config)# ip wccp 62

ステップ 4   

parameter-maptypeinspectglobalステップ 5   

例：
Device(config)# parameter-map type inspect global

waasenableステップ 6   

例：
Device(config-profile)# waas enable

logdropped-packetsenableステップ 7   

例：
Device(config-profile)# log dropped-packets enable

max-incompletelowステップ 8   

例：
Device(config)# max-incomplete low 18000

max-incompletehighステップ 9   

例：
Device(config)# max-incomplete high 20000
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目的コマンドまたはアクション

ファイアウォール検査をイネーブルにして、

Cisco Wide Area Application Service（WAAS）最
適化が検出されるようにします。

ipinspectwaasenable

例：
l
Device(config)# ip inspect waas enable

ステップ 10   

Ciscoファイアウォールとともにサー
ビス統合型ルータ（ISR）がWAAS最
適化パス内で仲介デバイスとして導入

されている場合、WAAS認識と相互
運用性を有効にするには

ipinspectwaasenableコマンドを使用す
る必要があります。最適化を認識する

ようにデバイスが設定されていない場

合、最適化されたトラフィックはTCP
アクティビティ想定に違反し、ファイ

アウォールがトラフィックをドロップ

します。

（注）

トラフィッククラス用の検査タイプクラスマッ

プを作成し、クラスマップコンフィギュレー

ションモードを開始します。

class-maptypeinspectclass-name

例：
Device(config)# class-map type inspect most-traffic

ステップ 11   

class-maptypeinspectmost-trafficコマ
ンドは非表示です。

（注）

指定したプロトコルに基づいて、クラスマップ

の一致基準を設定します。

matchprotocolprotocol-name [signature]

例：
Device(config-cmap)# match protocol http

ステップ 12   

•検査タイプクラスマップの一致基準には、
Ciscoステートフルパケットインスペク
ションでサポートされているプロトコルの

みを使用できます。

クラスマップコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 13   

レイヤ3とレイヤ4の検査タイプポリシーマッ
プを作成し、ポリシーマップコンフィギュレー

ションモードを開始します。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect p1

ステップ 14   

システムデフォルトクラスの照合を指定しま

す。

classclass-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

•システムデフォルトクラスを指定しない
場合は、未分類のパケットが照合されま

す。

アクションの実行対象となるファイアウォール

トラフィック（クラス）マップを指定し、ポリ

class-maptypeinspectclass-name

例：
Device(config-pmap)# class-map type inspect
most-traffic

ステップ 16   

シーマップクラスコンフィギュレーション

モードを開始します。

Ciscoステートフルパケットインスペクション
をイネーブルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 17   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、ポリシーマップコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 18   

ポリシーマップコンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 19   

インターフェイスを割り当てることができるセ

キュリティゾーンを作成し、セキュリティゾー

zonesecurityzone-name

例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 20   

ンコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

（任意）ゾーンの説明を入力します。descriptionline-of-description

例：
Device(config-sec-zone)# description Internet
Traffic

ステップ 21   

セキュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 22   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

zone-pairsecurityzone-pairname[sourcesource-zone-name
|self] destination [self | destination-zone-name]

例：
Device(config)# zone-pair security zp source z1
destination z2

ステップ 23   

ポリシーを適用するには、ゾーンペ

アを設定する必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ゾーンペアの説明を入力します。descriptionline-of-description

例：
Device(config-sec-zone)# description accounting
network

ステップ 24   

セキュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレー

ションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 25   

インターフェイスを指定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 26   

（任意）インターフェイスについての説明を入

力します。

descriptionline-of-description

例：
Device(config-if)# description zone interface

ステップ 27   

インターフェイスを指定したセキュリティゾー

ンに割り当てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security zone1

ステップ 28   

インターフェイスをセキュリティゾー

ンのメンバーにした場合、そのイン

ターフェイスを通して送受信されるす

べてのトラフィックは、デフォルトで

ドロップされます（ただしデバイス宛

のトラフィックとデバイス発のトラ

フィックを除きます）。トラフィック

がインターフェイス通過するには、

ゾーンをポリシーの適用先のゾーン

ペアの一部にする必要があります。ポ

リシーがトラフィックを許可すると、

トラフィックはそのインターフェイス

を通過できます。

（注）

セキュリティゾーン用のインターフェイス IP
アドレスを割り当てます。

ipaddressip-address

例：
Device(config-if)# ip address 10.70.0.1
255.255.255.0

ステップ 29   

インターフェイスでWCCPパラメータを指定し
ます。

ipwccpservice-id{group-listen| redirect{in| out}}

例：
Device(config-if)# ip wccp 61 redirect in

ステップ 30   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 31   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペ

アコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

zone-pairsecurityzone-pair-name{sourcesource-zone-name
|self} destination [self | destination-zone-name]

例：
Device(config)# zone-pair security zp source z1
destination z2

ステップ 32   

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾー

ンペアに付加します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type
inspect p2

ステップ 33   

ゾーンのペア間でポリシーが設定さ

れない場合、トラフィックはデフォ

ルトでドロップされます。

（注）

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権EXECモードに戻りま
す。

end

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 34   

LDAP 対応ファイアウォールの設定
LightweightDirectoryAccess Protocol（LDAP）は、ディレクトリサービスに保存されている情報の
照会や更新に使用されるアプリケーションプロトコルです。LDAP対応ファイアウォール機能に
より、Ciscoファイアウォールはレイヤ 4 LDAPインスペクションをデフォルトでサポートできま
す。

LDAP対応ファイアウォールは、インターフェイスコンフィギュレーションモードでもグローバ
ルコンフィギュレーションモードでも設定可能です。インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで LDAP対応ファイアウォールを設定する前に、zone securityコマンドを使用してゾー
ンを設定する必要があります。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone security{zone-name| default}
4. exit
5. zone security{zone-name| default}
6. exit
7. class-map type inspect[match-all|match-any] class-map-name
8. match protocolprotocol-name
9. exit
10. policy-map type inspect match-anypolicy-map-name
11. class type inspectclass-name
12. inspect
13. class class-default
14. exit
15. exit
16. zone-pair securityzone-pair-namesource{source-zone-name| selfdefault}

destination{destination-zone-name| selfdefault}
17. service-policy type inspectpolicy-map-name
18. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを割り当てることができるセキュリ

ティゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

zone security{zone-name| default}

例：
Device(config)# zone security private

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

zone security{zone-name| default}

例：
Device(config)# zone security internet

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモード

およびグローバルコンフィギュレーションモードを

終了します。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

トラフィッククラス用の検査タイプクラスマップを

作成し、クラスマップコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

class-map type inspect[match-all|match-any]
class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any internet-traffic-class

ステップ 7   

指定したプロトコルに基づいてクラスマップの一致基

準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol ldap

ステップ 8   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを
終了して、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 9   

レイヤ 3またはレイヤ 4の検査タイプポリシーマッ
プを作成し、ポリシーマップコンフィギュレーション

モードを開始します。

policy-map type inspect
match-anypolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
match-any private-internet-policy

ステップ 10   

アクションの実行対象となるファイアウォールトラ

フィック（クラス）マップを指定して、ポリシーマッ

class type inspectclass-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
internet-traffic-class

ステップ 11   

プクラスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

ステートフルパケットインスペクションをイネーブ

ルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 12   

システムデフォルトクラスの照合を指定します。class class-default

例：
Device(config-pmap-c)# class class-default

ステップ 13   

•システムデフォルトクラスを指定しない場合、
未分類のパケットがマッチングされます。
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを終了して、ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 14   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終

了して、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 15   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコン

フィギュレーションモードを開始します。

ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設

定する必要があります。

（注）

zone-pair
securityzone-pair-namesource{source-zone-name|
selfdefault} destination{destination-zone-name|
selfdefault}

例：
Device(config)# zone-pair security
private-internet source private destination
internet

ステップ 16   

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾーンペア

に付加します。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
private-internet-policy

ステップ 17   

•ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、
トラフィックはデフォルトでドロップされます。

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 18   

ゾーンベースポリシーファイアウォールの設定例

例：レイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォールポリシーの設定
次の例は、レイヤ 3またはレイヤ 4トップレベルポリシーを示します。トラフィックはアクセス
コントロールリスト（ACL）199と一致し、ディープパケット HTTPインスペクションが設定さ
れます。matchaccess-group 101を設定すると、レイヤ 4インスペクションが有効になります。そ
の結果、クラスマップのタイプがmatch-allである場合を除いて、レイヤ 7インスペクションが省
略されます。

class-map type inspect match-all http-traffic
match protocol http
match access-group 101
!
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policy-map type inspect mypolicy
class type inspect http-traffic
inspect
service-policy http http-policy

例：検査パラメータマップの作成

parameter-map type inspect eng-network-profile
alert on
audit-trail on
dns-timeout 60
icmp idle-timeout 90
max-incomplete low 800
one-minute low 300
sessions maximum 200
tcp finwait-time 5
tcp idle-time 90
tcp max-incomplete host 500 block-time 10
tcp synwait-time 3
udp idle-time 75

例：セキュリティゾーンとゾーンペアの作成とゾーンペアへのポリ

シーマップのアタッチ

例：セキュリティゾーンの作成

次に、finance department networksという名前のセキュリティゾーン z1と engineering services network
という名前のセキュリティゾーン z2を作成する例を示します。
zone security z1
description finance department networks
!
zone security z2
description engineering services network

例：ゾーンペアの作成

次に、ゾーン z1とゾーン z2を作成し、ゾーン z2でゾーン間を流れるトラフィックにファイア
ウォールポリシーマップが適用されるように指定する例を示します。

zone-pair security zp source z1 destination z2
service-policy type inspect p1

例：セキュリティゾーンへのインターフェイスの割り当て

次に、イーサネットインターフェイス 0をゾーン z1に、イーサネットインターフェイス 1をゾー
ン z2にアタッチする例を示します。
interface ethernet0
zone-member security z1
!
interface ethernet1
zone-member security z2
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例：NetFlow イベントロギングの設定

parameter-map type inspect global
log dropped-packets
log flow-export v9 udp destination 192.0.2.0 5000
log flow-export template timeout rate 5000

例：WAAS を使用した Cisco ファイアウォールの設定
WebCacheCommunication Protocol（WCCP）を使用してトラフィックをWideAreaApplicationEngine
（WAE）デバイスにリダイレクトしてトラフィックを検査するファイアウォールのエンドツーエ
ンドのWide Area Application Services（WAAS）トラフィックフローの最適化設定の例を以下に示
します。

次の設定例では、integrated-service-engineインターフェイスが異なるゾーンで設定され、各セキュ
リティゾーンメンバーにインターフェイスが割り当てられているため、セキュリティゾーンメ

ンバー間でトラフィックがドロップされないようになっています。

! Zone-based firewall configuration on your router.
ip wccp 61
ip wccp 62
parameter-map type inspect global
WAAS enable
log dropped-packets enable
max-incomplete low 18000
max-incomplete high 20000
!
class-map type inspect match-any most-traffic
match protocol icmp
match protocol ftp
match protocol tcp
match protocol udp
!
policy-map type inspect p1
class type inspect most-traffic
inspect

!
class class-default
drop

!
zone security in
!
zone security out
!
zone security waas
!
zone-pair security in-out source in destination out
service-policy type inspect p1
!
zone-pair security out-in source out destination in
service-policy type inspect p1
!
zone-pair security waas-out source waas destination out
service-policy type inspect p1
!
zone-pair security in-waas source in destination waas
service-policy type inspect p1
!
interface GigabitEthernet0/0
description WAN Connection
no ip dhcp client request tftp-server-address
no ip dhcp client request router
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ip address dhcp
ip wccp 62 redirect in
ip wccp 61 redirect out
ip flow ingress
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
ip virtual-reassembly out
zone-member security out
load-interval 30
delay 30
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
description Clients
ip address 172.25.50.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
zone-member security in
ip igmp version 3
delay 30
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
description WAAS Interface
ip address 172.25.60.1 255.255.255.0
ip wccp redirect exclude in
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
zone-member security waas
load-interval 30
!

次に、ゾーンベースファイアウォールサポート用のWAE上での設定例を示します。

この設定は、ルータでは行うことができず、WAEでだけ行うことができます。（注）

!Configuration on the WAE.
primary-interface Virtual 1/0
interface Virtual 1/0
ip address 172.25.60.12 255.255.255.0
!
ip default-gateway 172.25.60.1
wccp router-list 1 172.25.60.1
wccp tcp-promiscuous service-pair 61 62
router-list-num 1
redirect-method gre
egress-method ip-forwarding
enable
!

例：LDAP 対応ファイアウォールの設定

インターフェイスコンフィギュレーション

interface GigabitEthernet 0/1/5
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
zone-member security private
no shutdown
!
interface GigabitEthernet 0/1/6
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
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zone-member security internet
no shutdown
!

グローバルファイアウォール設定

zone security private
!
zone security internet
!
class-map type inspect match-any internet-traffic-class
match protocol ldap
match protocol ldaps
match protocol ldap-admin
!
policy-map type inspect private-internet-policy
class type inspect internet-traffic-class
inspect

!
class class-default
!
zone-pair security private-internet source private destination internet
service-policy type inspect private-internet-policy
!

例：同じゾーン内の FlexVPN と DVTI を使用したファイアウォールの設
定

次に、FlexVPNおよびダイナミック仮想トンネルインターフェイス（DVTI）が同じゾーンに設定
されたファイアウォールの例を示します。

crypto ikev2 proposal PROP
encryption 3des
integrity sha256
group 5
crypto ikev2 policy POL
match fvrf any
proposal PROP
crypto ikev2 keyring keyring1
peer peer
address 0.0.0.0 0.0.0.0
pre-shared-key cisco
crypto ikev2 profile prof1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
match identity remote address 0.0.0.0
match address local interface loopback1
keyring local keyring1
no shutdown
Virtual-Template 1
class-map type inspect match-any cmap
match protocol icmp
match protocol tcp
match protocol udp
policy-map type inspect pmap
class type inspect cmap
inspect
class class-default
drop log
zone security in
zone security zone1
zone-pair security zp1 source zone1 destination in
service-policy type inspect pmap
crypto ipsec profile ipsec1
set ikev2-profile prof1
interface Loopback1
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ip address 51.1.1.1 255.255.255.0
interface Gi0/0/0.2
encapsulation dot1q 2
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.3
encapsulation dot1q 3
ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.4
encapsulation dot1q 4
ip address 100.1.3.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.5
encapsulation dot1q 5
ip address 100.1.4.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.6
encapsulation dot1q 6
ip address 100.1.5.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Virtual-Template1 type tunnel
ip unnumbered loopback1
zone-member security zone1
tunnel source loopback1
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile ipsec1
ip route 60.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.2

例：別のゾーン内の FlexVPN と DVTI を使用したファイアウォールの設
定

次に、FlexVPNおよびダイナミック仮想トンネルインターフェイス（DVTI）が別のゾーンに設定
されたファイアウォールの例を示します。

crypto ikev2 proposal PROP
encryption 3des
integrity sha256
group 5
crypto ikev2 policy POL
match fvrf any
proposal PROP
crypto ikev2 keyring keyring1
peer peer1
address 0.0.0.0 0.0.0.0
pre-shared-key cisco1
crypto ikev2 keyring keyring2
peer peer2
address 0.0.0.0 0.0.0.0
pre-shared-key cisco2
crypto ikev2 keyring keyring3
peer peer3
address 0.0.0.0 0.0.0.0
pre-shared-key cisco3
crypto ikev2 keyring keyring4
peer peer4
address 0.0.0.0 0.0.0.0
pre-shared-key cisco4
crypto ikev2 keyring keyring5
peer peer5
address 0.0.0.0 0.0.0.0
pre-shared-key cisco5
crypto ikev2 profile prof1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
match identity remote address 0.0.0.0
match address local interface loopback1
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keyring local keyring1
no shutdown
Virtual-Template 1
crypto ikev2 profile prof2
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
match identity remote address 0.0.0.0
match address local interface loopback2
keyring local keyring2
no shutdown
Virtual-Template 2
crypto ikev2 profile prof3
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
match identity remote address 0.0.0.0
match address local interface loopback3
keyring local keyring3
crypto ikev2 profile prof4
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
match identity remote address 0.0.0.0
match address local interface loopback4
keyring local keyring4
no shutdown
Virtual-Template 4
crypto ikev2 profile prof5
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
match identity remote address 0.0.0.0
match address local interface loopback5
keyring local keyring5
no shutdown
Virtual-Template 5
class-map type inspect match-any cmap
match protocol icmp
match protocol tcp
match protocol udp
policy-map type inspect pmap
class type inspect cmap
inspect
class class-default
drop log
zone security in
zone security zone1
zone security zone2
zone security zone3
zone security zone4
zone security zone5
zone-pair security zp1 source zone1 destination in
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp2 source zone2 destination in
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp3 source zone3 destination in
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp4 source zone4 destination in
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp5 source zone5 destination in
service-policy type inspect pmap
crypto ipsec profile ipsec1
set ikev2-profile prof1
crypto ipsec profile ipsec2
set ikev2-profile prof2
crypto ipsec profile ipsec3
set ikev2-profile prof3
crypto ipsec profile ipsec4
set ikev2-profile prof4
crypto ipsec profile ipsec5
set ikev2-profile prof5
interface Loopback1
ip address 50.1.1.1 255.255.255.0
interface Loopback2
ip address 50.1.2.1 255.255.255.0
interface Loopback3
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ip address 50.1.3.1 255.255.255.0
interface Loopback4
ip address 50.1.4.1 255.255.255.0
interface Loopback5
ip address 50.1.5.1 255.255.255.0
interface Gi0/0/0.2
encapsulation dot1q 2
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.3
encapsulation dot1q 3
ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.4
encapsulation dot1q 4
ip address 100.1.3.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.5
encapsulation dot1q 5
ip address 100.1.4.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Gi0/0/0.6
encapsulation dot1q 6
ip address 100.1.5.1 255.255.255.0
zone-member security in
interface Virtual-Template1 type tunnel
ip unnumbered loopback1
zone-member security zone1
tunnel source loopback1
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile ipsec1
interface Virtual-Template2 type tunnel
ip unnumbered loopback2
zone-member security zone2
tunnel source loopback2
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile ipsec2
interface Virtual-Template3 type tunnel
ip unnumbered loopback3
zone-member security zone3
tunnel source loopback3
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile ipsec3
interface Virtual-Template4 type tunnel
ip unnumbered loopback4
zone-member security zone4
tunnel source loopback4
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile ipsec4
interface Virtual-Template5 type tunnel
ip unnumbered loopback5
zone-member security zone5
tunnel source loopback5
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile ipsec5
ip route 60.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.2
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製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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ゾーンベースポリシーファイアウォールに関する機能情

報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 2：ゾーンベースポリシーファイアウォールに関する機能情報

機能情報リリース機能名

デバッグ可能性強化ゾーンベースファイアウォー

ルは、デバッグログの重大度レベルを提供しま

す。

Cisco IOSXE
リリース
3.10S

ゾーンベースファイアウォー

ルでのデバッグ可能性強化

（フェーズ II）

LDAPは、ディレクトリサービスに保存されてい
る情報の照会および更新に使用されるアプリケー

ションプロトコルです。ファイアウォール -
Netmeeting Directory ALGサポート機能は、Cisco
ファイアウォールでレイヤ4LDAPインスペクショ
ンをデフォルトでサポートできるようにします。

この機能で次のコマンドが導入または変更されま

した。matchprotocol。

Cisco IOSXE
リリース 2.4

Firewall：NetMeeting Directory
(LDAP) ALGサポート

IOS-XE ZBFWと暗号 VPNの相互運用機能は、
FlexVPNDVTI上でのゾーンベースファイアウォー
ルの有効化をサポートします。

この機能で導入または更新されたコマンドはあり

ません。

Cisco IOSXE
リリース
3.17S

IOS-XEZBFWと暗号VPNの相
互運用

Out-of-Orderパケット処理機能は、セッションに
DPIが必要ない場合に、OoOパケットのルータの
通過を許可し、宛先への到達を可能にします。

OoOパケットが含まれるすべてのレイヤ 4トラ
フィックに、宛先へのパススルーが許可されま

す。ただし、セッションでレイヤ 7インスペク
ションが必要な場合は、OoOパケットがドロップ
されます。

Cisco IOSXE
リリース
3.5S

ゾーンベースポリシーファイ

アウォールでのOut-of-Orderパ
ケット処理
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機能情報リリース機能名

Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサー
ビスルータのゾーンベースポリシーファイア

ウォール機能は、セキュリティパッケージとは別

にパッケージ化されているので、ゾーンベースポ

リシーファイアウォールでは機能を有効または無

効にするためのライセンスが必要です。ASR1000
のゾーンベースファイアウォールのスマートラ

イセンスサポート機能は、ユニバーサル K9ソフ
トウェアイメージにより、CiscoASR 1000シリー
ズアグリゲーションサービスルータのスマート

ライセンスを機能レベルで実現します。

次のコマンドが変更されました。show licenseall。

IOS XE
Denali 16.3.1

ASR1000上のゾーンベース
ファイアウォールに対するス

マートライセンスサポート

ゾーンベースポリシーファイアウォール機能は、

ゾーンと呼ばれるインターフェイスのグループ間

に Cisco IOS XEソフトウェアの単方向ファイア
ウォールポリシーを提供します。

Cisco IOSXE
リリース 2.1

ゾーンベースポリシーファイ

アウォール

ゾーンベースファイアウォール -デフォルトゾー
ン機能は、ゾーンとデフォルトゾーンを構成する

ゾーンペアでファイアウォールポリシーを設定

可能にするデフォルトゾーンを導入します。明示

的なゾーンメンバーシップのないインターフェイ

スがデフォルトゾーンに属します。

この機能で次のコマンドが導入されました。

zonepair security、zonesecurity。

Cisco IOSXE
リリース 2.6

ゾーンベースファイアウォー

ル -デフォルトゾーン

マルチポイント TCPは、ゾーンベースファイア
ウォールレイヤ4インスペクションとシームレス
に連動します。マルチポイント TCPは、アプリ
ケーションレイヤゲートウェイ（ALG）とアプ
リケーションインスペクションおよびコントロー

ル（AIC）とは連動しません。

この機能で導入または更新されたコマンドはあり

ません。

Cisco IOSXE
リリース
3.13S

マルチパス TCPのゾーンベー
スファイアウォールサポート
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第 3 章

ゾーンベースポリシーファイアウォールの

IPv6 サポート

ゾーンベースポリシーファイアウォールは、IPv4パケットの高度なトラフィックフィルタリン
グまたはインスペクションを提供します。IPv6サポートにより、ゾーンベースポリシーファイ
アウォールは、IPv6パケットのインスペクションをサポートします。IPv6サポートの前は、ファ
イアウォールは IPv4パケットのインスペクションしかサポートしていませんでした。レイヤ 4
プロトコル、Internet ControlMessaging Protocol（ICMP）、TCP、およびUDPパケットだけが IPv6
パケットインスペクションの対象です。

このモジュールでは、サポートされるファイアウォール機能と IPv6パケットインスペクション
用のファイアウォールの設定方法について説明します。

• 機能情報の確認, 55 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6サポートに関する制約事項, 56 ページ

• VASIインターフェイス経由の IPv6ゾーンベースファイアウォールサポートに関する情報,
56 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6サポートの設定方法, 63 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6サポートの設定例, 74 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6サポートに関する追加情報, 76 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6サポートに関する機能情報, 77 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6 サポー
トに関する制約事項

以下の機能がサポートされません。

•アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）

•ボックスツーボックスハイアベイラビリティ（HA）

•分散型サービス妨害攻撃

•ファイアウォールリソース管理

•レイヤ 7インスペクション

•マルチキャストパケット

•サブスクライバ単位のファイアウォールまたはブロードバンドベースファイアウォール

•ステートレスネットワークアドレス変換 64（NAT64）

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）

• Wide Area Application Services（WAAS）とWeb Cache Communication Protocol（WCCP）

VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイ
アウォールサポートに関する情報

ファイアウォール機能の IPv6 サポート
次の表に記載されているファイアウォール機能は、IPv6パケットインスペクションでサポートさ
れています。

表 3：IPv6 でサポートされるファイアウォール機能

設定情報機能

「ゾーンベースポリシーファイアウォール」モ

ジュール。

クラスマップ
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設定情報機能

•「ICMPのファイアウォールステートフルイ
ンスペクション」モジュール。

•「ゾーンベースポリシーファイアウォール」
モジュール。

Internet Control Message Protocolバージョン
6（ICMPv6）、TCP、および UDPプロトコ
ル

「仮想フラグメンテーション再構成」モジュール。IPフラグメンテーション

—シャーシ間 HA

「ゾーンベースポリシーファイアウォール」モ

ジュール。

エラーメッセージのロギング

「ゾーンベースポリシーファイアウォールに対す

るネストされたクラスマップのサポート」モジュー

ル。

ネストされたクラスマップ

「ゾーンベースポリシーファイアウォール」モ

ジュールの「Out-of-Orderパケット処理」の項。
Out-of-Orderパケットの処理

「ゾーンベースポリシーファイアウォール」モ

ジュール。

パラメータマップ（インスペクションタイ

プパラメータマップの場合、パラメータ

マップで定義されたセッション数は、IPv4
セッションと IPv6セッションの合計数に適
用されます）

「ゾーンベースポリシーファイアウォール」モ

ジュール。

ポリシーマップ

—ポートとアプリケーションのマッピング

『IP Addressing: NAT Configuration Guide』の
「Stateful Network Address Translation 64」モジュー
ル。

ステートフルネットワークアドレス変換64
（NAT64）

「ファイアウォール TCP SYN Cookieの設定」モ
ジュール。

TCP SYN Cookie

「VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォール」モ
ジュール。

VPNルーティングおよび転送（VRF）対応
ファイアウォール

「仮想フラグメンテーション再構成」モジュール。仮想フラグメンテーション再構成（VFR）
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設定情報機能

「ゾーンベースポリシーファイアウォール」モ

ジュール。

ゾーン、デフォルトゾーン、ゾーンペア

デュアルスタックファイアウォール

デュアルスタックファイアウォールは、IPv4および IPv6トラフィックを同時に実行するファイ
アウォールです。デュアルスタックファイアウォールは、次のシナリオで設定できます。

• IPv4トラフィックを実行する 1つのファイアウォールゾーン、および IPv6トラフィックを
実行する別のファイアウォールゾーン。

• IPv4と IPv6が、ステートフルネットワークアドレス変換 64（NAT64）を使用して導入して
いる場合に共存しています。このシナリオでは、トラフィックは IPv6から IPv4および IPv4
から IPv6の方向で流れます。

•同じゾーンペアで IPv4および IPv6トラフィックの両方が許可されています。

IPv6 ヘッダーのフィールドのファイアウォールアクション
次の表で、IPv6ヘッダーのフィールドのファイアウォールアクションを（IPv6ヘッダーで使用可
能な順に）説明します。

表 4：IPv6 ヘッダーのフィールド

ファイアウォールアクションIPv6 ヘッダーのフィールドの詳細IPv6 ヘッダーのフィー
ルド

IPv6である必要があります。IPv4パケットヘッダーのバージョン
フィールドに該当しますが、IPv4で示
される数字 4の代わりに、IPv6では数
字 6が示されます。

Version

検査されません。IPv4パケットヘッダーのタイプオブ
サービス（ToS）フィールドと同様で
す。トラフィッククラスフィールド

は、差別化されたサービスで使用され

るトラフィッククラスのタグをパケッ

トに付けます。

トラフィッククラス
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ファイアウォールアクションIPv6 ヘッダーのフィールドの詳細IPv6 ヘッダーのフィー
ルド

検査されません。IPv6パケットヘッダーの新しいフィー
ルドです。フローラベルフィールド

は、ネットワーク層でパケットを差別

化する特定のフローのタグをパケット

に付けます。

フローラベル

ファイアウォールは、いくつか

のレイヤ4プロトコル（ICMP、
TCPなど）の長さを計算するた
めにこのフィールドを限定ベー

スで使用します。

IPv4パケットヘッダーの合計長フィー
ルドと同様です。ペイロード長フィー

ルドは、パケットのデータ部分の合計

長を示します。

ペイロード長

ファイアウォールは、セッショ

ンを作成するためにこのフィー

ルドを認識する必要がありま

す。

IPv4パケットヘッダーのプロトコル
フィールドと同様です。次ヘッダー長

フィールドの値により、基本 IPv6ヘッ
ダーに続く情報のタイプが決まりま

す。基本 IPv6ヘッダーの後ろに続く情
報のタイプは、TCPやUDPパケットな
どのトランスポート層パケット、また

は拡張ヘッダーです。

次ヘッダー長

検査されません。IPv4パケットヘッダーの存続可能時間
（TTL）フィールドと同様です。ホッ
プリミットフィールドの値は、IPv6
パケットが無効になるまでに通過でき

るデバイスの最大数を指定します。各

デバイスを通過するたびに、ホップリ

ミットの値が 1ずつ減少します。IPv6
ヘッダーにはチェックサムがないた

め、デバイスはチェックサムを計算し

直すことなく、値を減少できます。

ホップリミット

IPv6 ファイアウォールセッション
トラフィックのステートフルインスペクションを実行するために、ファイアウォールは、トラ

フィックフローごとに内部セッションを作成します。セッション情報には、送信元と宛先の IPア
ドレス、送信元と宛先のTCP/UDPポートまたは ICMPタイプ、レイヤ4プロトコルタイプ（ICMP、
TCP、UDP）、および VPNルーティングおよび転送（VRF）IDが含まれます。IPv6ファイア
ウォールの場合、送信元アドレスと宛先アドレスには IPv6アドレスの 128ビットが含まれます。
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ファイアウォールは最初のパケットを受信した後、そのパケットが設定済みポリシーに一致する

と、TCPセッションを作成します。ファイアウォールはTCPシーケンス番号をトラッキングし、
設定されている範囲内にないシーケンス番号を持つ TCPパケットをドロップします。セッション
が削除されるのは、TCPアイドルタイマーが満了した時点、または適切なシーケンス番号を持つ
リセット（RST）パケットあるいは終了確認（FIN-ACK）パケットを受信した時点です。

ファイアウォールは、設定済みポリシーに一致する最初の UDPパケットを受信すると UDPセッ
ションを作成し、UDPアイドルタイマーが満了した時点でセッションを削除します。マルチキャ
スト IPv6アドレスまたは不明な IPv6アドレスが設定された IPv6パケットに対しては、ファイア
ウォールは TCPセッションも UDPセッションも作成しません。

フラグメント化されたパケットのファイアウォールインスペクション

ファイアウォールは、フラグメント化された IPv6パケットのインスペクションをサポートしてい
ます。IPフラグメンテーションは、単一の IPデータグラムを小さなサイズの複数のパケットに分
割するプロセスです。IPv6では、エンドノードはパス最大伝送ユニット（MTU）探索を実行し
て、送信されるパケットの最大サイズを判別し、MTUサイズよりも大きいパケットについて、フ
ラグメント拡張ヘッダーが含まれる IPv6パケットを生成します。

ファイアウォールは、仮想フラグメンテーション再構成（VFR）を使用して、フラグメント化さ
れたパケットを検査します。VFRは、順序が正しくないフラグメントのフラグメント拡張ヘッダー
を調べ、インスペクションのためにそれらを正しい順序に配置します。インターフェイスをゾー

ンに追加してインターフェイス上のファイアウォールを有効にすると、VFRは同じインターフェ
イス上で自動的に設定されます。明示的に VFRを無効にした場合、ファイアウォールはレイヤ 4
ヘッダーを持つ最初のフラグメントだけを検査し、残りのフラグメントは検査なしで渡します。

フラグメント拡張ヘッダーは、次のヘッダー順で表示されます。

• IPv6ヘッダー

•ホップバイホップオプションヘッダー

•宛先オプションヘッダー

•ルーティングヘッダー

•フラグメント拡張ヘッダー

Cisco Express Forwardingは、フラグメント拡張ヘッダーが含まれている IPv6パケットを検査する
ことで、ファイアウォールがパケットを処理する前にさらにチェックする必要がないようにしま

す。

ICMPv6 メッセージ
IPv6では ICMPv6を使用して診断機能、エラーレポート、およびネイバー探索を実行します。
ICMPv6メッセージは情報メッセージとエラーメッセージにグループ化されます。

ファイアウォールで検査するのは、次の ICMPv6メッセージのみです。
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• ECHO REQUEST

• ECHO REPLY

• DESTINATION UNREACHABLE

• PACKET TOO BIG

• PARAMETER PROBLEM

• TIME EXCEEDED

ネイバー探索パケットは渡されて、ファイアウォールでは検査されません。（注）

ステートフル NAT64 のファイアウォールサポート
ゾーンベースポリシーファイアウォールでは、ステートフル NAT64をサポートしています。ス
テートフル NAT64は、IPv6パケットを IPv4パケットに（またはその逆に）変換します。ファイ
アウォールとステートフルNAT64の両方をルータ上に設定すると、ファイアウォールはアクセス
コントロールリスト（ACL）に含まれる IPアドレスを使用してパケットをフィルタリングしま
す。ただし、ACLに IPv4アドレスと IPv6アドレスを混在させることはできません。ファイア
ウォールとステートフル NAT64を連動させるには、先に IPv6 ACLを使用して、IPv4アドレスを
IPv6 ACLに組み込む必要があります。

ステートフルNAT64はVRFに対応していないため、ファイアウォールとステートフルNAT64
設定とをあわせて VRFを使用することはできません。

（注）

ファイアウォールのクラスマップで ACLを使用する場合、ACLではホスト上の実際の IPアドレ
スを使用してパケットフローを設定する必要があります。送信元アドレスまたは宛先アドレスの

みが必要な場合は、クラスマップACLで IPv4アドレスまたは IPv6アドレスのいずれかを使用し
ます。送信元アドレスと宛先アドレスの両方に基づいてパケットフローをフィルタリングするに

は、IPv6アドレスを使用すること、およびACLに IPv4アドレスを組み込むことが必要です。ACL
では IPv6アドレスを使用してステートフル NAT64パケットをフィルタリングする必要がありま
す。

ファイアウォールを使用したステートレス NAT64はサポートされていません。（注）

ポートとアプリケーションのマッピング

ポートとアプリケーションのマッピング（PAM）を使用して、ネットワークサービスとアプリ
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。ファイアウォールは PAM
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を使用して、TCPまたは UDPポート番号を特定のネットワークサービスまたはアプリケーショ
ンに関連付けます。ポート番号をネットワークサービスまたはアプリケーションにマッピングす

ることで、管理者は定義されていないカスタム設定に対して既知のポートを使用することにより

ファイアウォールインスペクションを適用できます。PAMを設定するには、ip port-mapコマン
ドを使用します。

ハイアベイラビリティおよび ISSU
IPv6ファイアウォールはボックス内 HAをサポートしています。ファイアウォールセッションは
スイッチオーバー用にスタンバイ Embedded Services Processor（ESP）と同期されます。In Service
Software Upgrade（ISSU）も IPv6ファイアウォールでサポートされています。

トラフィッククラスの pass アクション
ファイアウォールでは、トラフィッククラスが一連のパケットをその内容に基づいて識別しま

す。クラスを定義し、識別されたトラフィックにポリシーを反映するアクションを適用できます。

アクションは、トラフィッククラスに関連付けられる特定の機能です。クラスに対して、inspect、
drop、および passアクションを設定できます。

passアクションは、トラフィックをあるゾーンから別のゾーンに渡します。passアクションを設
定すると、ファイアウォールはトラフィックを検査せずに渡します。IPv6ファイアウォールでは、
ゾーンペアと passアクションを設定したポリシーマップを定義することにより、リターントラ
フィックに対して明示的に passアクションを設定する必要があります。

次の例に、IPv6トラフィックのポリシーマップ（outside-to-inside-policyおよび
inside-to-outside-policy）で passアクションを設定する方法を示します。
policy-map type inspect outside-to-inside-policy
class type inspect ipv6-class
pass (Defines pass action for the ipv6-class from the outside to the inside)

!
class class-default
!
policy-map type inspect inside-to-outside-policy
class type inspect ipv4-class
inspect (Defines inspect action for ipv4-class)
class type inspect v6_class
pass (Defines pass action for ipv6-class from the inside to the outside)
class class-default
!
!
zone security inside
!
zone security outside
!
zone-pair security in-out source inside destination outside
service-policy type inspect inside-to-outside-policy
!
zone-pair security out-in source outside destination inside
service-policy type inspect outside-to-inside-policy
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ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6 サポー
トの設定方法

IPv6 ファイアウォールの設定
IPv4ファイアウォールと IPv6ファイアウォールを設定する手順は同じです。 IPv6ファイアウォー
ルを設定するには、IPv6アドレスファミリだけがマッチングされるようにクラスマップを設定す
る必要があります。

match protocolコマンドは IPv4トラフィックと IPv6トラフィックの両方に適用され、IPv4ポリ
シーと IPv6ポリシーのどちらにもこれを含めることができます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. vrf-definitionvrf-name
4. address-family ipv6
5. exit-address-family
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. sessions maximumsessions
9. exit
10. ipv6 unicast-routing
11. ip port-mapappl-name portport-numlistlist-name
12. ipv6 access-listaccess-list-name
13. permit ipv6 any any
14. exit
15. class-map type inspect match-allclass-map-name
16. match access-group nameaccess-group-name
17. match protocolprotocol-name
18. exit
19. policy-map type inspectpolicy-map-name
20. class type inspectclass-map-name
21. inspect[parameter-map-name]
22. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

Virtual Routing and Forwarding（VRF）ルーティングテー
ブルインスタンスを設定し、VRFコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

vrf-definitionvrf-name

例：
Device(config)# vrf-definition VRF1

ステップ 3   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を開始して、標準 IPv6アドレスプレフィックスを伝送す
るセッションを設定します。

address-family ipv6

例：
Device(config-vrf)# address-family
ipv6

ステップ 4   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を終了し、VRFコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

exit-address-family

例：
Device(config-vrf-af)#
exit-address-family

ステップ 5   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、グロー
バルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 6   

ファイアウォールのグローバル検査タイプパラメータ

マップを、検査アクションに関連するしきい値、タイム

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect ipv6-param-map

ステップ 7   

アウト、その他のパラメータに接続できるようにし、パ

ラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

ゾーンペア上に存在可能な最大許容セッション数を設定

します。

sessions maximumsessions

例：
Device(config-profile)# sessions
maximum 10000

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

IPv6ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにし
ます。

ipv6 unicast-routing

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 10   

IPv6アクセスコントロールリスト（ACL）を使用して
ポート/アプリケーション間マッピング（PAM）を確立し
ます。

ip port-mapappl-name
portport-numlistlist-name

例：
Device(config)# ip port-map ftp port
8090 list ipv6-acl

ステップ 11   

IPv6アクセスリストを定義し、IPv6アクセスリストコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

ipv6 access-listaccess-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
ipv6-acl

ステップ 12   

IPv6アクセスリストに許可条件を設定します。permit ipv6 any any

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
any any

ステップ 13   

IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモードを
終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

exit

例：
Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 14   

アプリケーション固有の検査タイプクラスマップを作成

し、QoSクラスマップコンフィギュレーションモード
を開始します。

class-map type inspect
match-allclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-all ipv6-class

ステップ 15   

指定したACLをベースにクラスマップに対して一致基準
を設定します。

match access-group
nameaccess-group-name

例：
Device(config-cmap)# match
access-group name ipv6-acl

ステップ 16   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたプロトコルに基づき、クラスマップの一致基

準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
tcp

ステップ 17   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを終
了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 18   

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを開
始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ipv6-policy

ステップ 19   

アクションの実行対象となるトラフィッククラスを指定

し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect ipv6-class

ステップ 20   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブルに

します。

inspect[parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
ipv6-param-map

ステップ 21   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 22   
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ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone securityzone-name
4. exit
5. zone securityzone-name
6. exit
7. zone-pair securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]
8. service-policy type inspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetype number
11. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
12. encapsulation dot1qvlan-id
13. zone-member securityzone-name
14. end
15. show policy-map type inspect zone-pair sessions

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security z1

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security z2

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ゾーンペアを作成し、セキュリティ

ゾーンペアコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone-pair
securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]

例：
Device(config)# zone-pair security in-2-out source z1
destination z2

ステップ 7   

ポリシーマップをトップレベルポリ

シーに関連付けます。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
ipv6-policy

ステップ 8   

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、グローバ

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

ルコンフィギュレーションモードを開

始します。

サブインターフェイスを設定し、サブイ

ンターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0.1

ステッ

プ 10   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づ
いて IPv6アドレスを設定し、インター

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64

ステッ

プ 11   
フェイスまたはサブインターフェイスに

おけるIPv6処理をイネーブルにします。

インターフェイスで使用するカプセル化

方式を設定します。

encapsulation dot1qvlan-id

例：
Device(config-subif)# encapsulation dot1q 2

ステッ

プ 12   

インターフェイスをゾーンメンバーと

して設定します。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-subif)# zone member security z1

ステッ

プ 13   

• Zone-name引数に関して、zone
securityコマンドを使用して設定し
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目的コマンドまたはアクション

たゾーンのいずれかを設定する必

要があります。

•インターフェイスがセキュリティ
ゾーンにある場合、そのインター

フェイスを通るトラフィックはど

ちらの方向でもすべて（デバイス

宛またはデバイス発のトラフィッ

クを除く）はデフォルトでドロッ

プされます。トラフィックがゾー

ンメンバーであるインターフェイ

スを通過するには、そのゾーンを

ポリシーの適用先のゾーンペアの

一部にする必要があります。ポリ

シーの inspectまたは passアクショ
ンによってトラフィックが許可さ

れる場合は、そのインターフェイ

スを通じてトラフィックが流れま

す。

サブインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了して、特権 EXEC
モードを開始します。

end

例：
Device(config-subif)# end

ステッ

プ 14   

ポリシーマップは指定されたゾーンペ

アに適用されるので、作成されたステー

show policy-map type inspect zone-pair sessions

例：
Device# show policy-map type inspect zone-pair sessions

ステッ

プ 15   
トフルパケットインスペクションセッ

ションを表示します。

•このコマンドの出力は、IPv4と
IPv6の両方のファイアウォール
セッションを表示します。

例

次に示す show policy-map type inspect zone-pair sessionsコマンドの出力例は、IPv6アドレスから
IPpv4アドレスへ（またはその逆）のパケット変換を表示します。
Device# show policy-map type inspect zone-pair sessions

Zone-pair: in-to-out
Service-policy inspect : in-to-out

Class-map: ipv6-class (match-any)
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Match: protocol ftp
Match: protocol tcp
Match: protocol udp
Inspect
Established Sessions
Session 110D930C [2001:DB8:1::103]:32847=>(209.165.201.2:21) ftp SIS_OPEN
Created 00:00:00, Last heard 00:00:00
Bytes sent (initiator:responder) [37:84]

Half-open Sessions
Session 110D930C [2001:DB8:1::104]:32848=>(209.165.201.2:21) ftp SIS_OPENING
Created 00:00:00, Last heard 00:00:00
Bytes sent (initiator:responder) [0:0]

次に示す show policy-map type inspect zone-pair sessionsコマンドの出力例は、IPv6アドレスから
IPpv6アドレスへのパケット変換を表示します。
Device# show policy-map type inspect zone-pair sessions

Zone-pair: in-to-out
Service-policy inspect : in-to-out

Class-map: ipv6-class (match-any)
Match: protocol ftp
Match: protocol tcp
Match: protocol udp
Inspect
Established Sessions
Session 110D930C [2001:DB8:1::103]:63=>[2001:DB8:2::102]:63 udp SIS_OPEN
Created 00:00:02, Last heard 00:00:01
Bytes sent (initiator:responder) [162:0]

IPv6 ファイアウォールおよびステートフル NAT64 ポートアドレス変換
の設定

次の作業では、ステートフルNAT64のダイナミックポートアドレス変換（PAT）を使用した IPv6
ファイアウォールを設定します。

PAT設定では、複数の IPv6ホストを、使用可能な IPv4アドレスプールに先着順でマッピングし
ます。ダイナミック PAT設定は、IPv4インターネット接続を提供しながら、少ない IPv4アドレ
ス空間を節約するのに直接役立ちます。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. interfacetype number
5. no ip address
6. zone-member securityzone-name
7. negotiation auto
8. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
9. ipv6 enable
10. nat64 enable
11. exit
12. interfacetype number
13. ip addressip-address mask
14. zone member securityzone-name
15. negotiation auto
16. nat64 enable
17. exit
18. ipv6 access-listaccess-list-name
19. permit ipv6 hostsource-ipv6-addresshostdestination-ipv6-address
20. exit
21. ipv6 routeipv6-prefix/length interface-type interface-number
22. ipv6 neighboripv6-address interface-type interface-number hardware-address
23. nat64 v4 poolpool-name start-ip-address end-ip-address
24. nat64 v6v4 listaccess-list-namepoolpool-nameoverload
25. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6ユニキャストデータグラムの転送をイネーブ
ルにします。

ipv6 unicast-routing

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 3   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

ステップ 4   

IPアドレスを削除するか、IP処理をディセーブル
にします。

no ip address

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 5   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッ

チします。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone member security z1

ステップ 6   

ギガビットイーサネットインターフェイスの速

度、デュプレックス、および自動フロー制御を自

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 7   

動ネゴシエーションプロトコルで設定できるよう

にします。

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6
アドレスを設定し、インターフェイスにおける

IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::2/96

ステップ 8   

明示的な IPv6アドレスが設定されていないイン
ターフェイスにおける IPv6処理をイネーブルにし
ます。

ipv6 enable

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 9   

インターフェイスで NAT64をイネーブルにしま
す。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 10   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを設定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/1

ステップ 12   

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレス
またはセカンダリ IPアドレスを設定します。

ip addressip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address 209.165.201.25
255.255.255.0

ステップ 13   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッ

チします。

zone member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone member security z2

ステップ 14   

ギガビットイーサネットインターフェイスの速

度、デュプレックス、および自動フロー制御を自

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 15   

動ネゴシエーションプロトコルで設定できるよう

にします。

インターフェイスで NAT64をイネーブルにしま
す。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 16   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 17   

IPv6アクセスリストを定義し、IPv6アクセスリ
ストコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

ipv6 access-listaccess-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
ipv6-ipv4-pair

ステップ 18   

IPv6アクセスリスト、送信元 IPv6ホストアドレ
ス、および宛先 IPv6ホストアドレスの許可条件
を設定します。

permit ipv6
hostsource-ipv6-addresshostdestination-ipv6-address

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 host
2001:DB8:1::2 host 209.165:201.25

ステップ 19   

IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモー
ドを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 20   
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目的コマンドまたはアクション

スタティック IPv6ルートを確立します。ipv6 routeipv6-prefix/length interface-type
interface-number

ステップ 21   

例：
Device(config)# ipv6 route 2001:DB8:1::2/96
gigabitethernet 0/0/0

IPv6ネイバー探索キャッシュのスタティックエン
トリを設定します。

ipv6 neighboripv6-address interface-type
interface-number hardware-address

例：
Device(config)# ipv6 neighbor 2001:DB8:1::2/96
gigabitethernet 0/0/0 0000.29f1.4841

ステップ 22   

ステートフル NAT64 IPv4アドレスプールを定義
します。

nat64 v4 poolpool-name start-ip-address
end-ip-address

例：
Device(config)# nat64 v4 pool pool1
209.165.201.25 209.165.201.125

ステップ 23   

NAT64 PATまたは過負荷アドレス変換をイネーブ
ルにします。

nat64 v6v4
listaccess-list-namepoolpool-nameoverload

例：
Device(config)# nat64 v6v4 list nat64-ipv6-any
pool pool1 overload

ステップ 24   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 25   

ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6 サポー
トの設定例

例：IPv6 ファイアウォールの設定

Device# configure terminal
Device(config)# vrf-definition VRF1
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# exit
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Device(config)# parameter-map type inspect ipv6-param-map
Device(config-profile)# sessions maximum 10000
Device(config-profile)# exit
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# ip port-map ftp port 8090 list ipv6-acl
Device(config)# ipv6 access-list ipv6-acl
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Device(config-ipv6-acl)# exit
Device(config)# class-map type inspect match-all ipv6-class
Device(config-cmap)# match access-group name ipv6-acl
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ipv6-policy
Device(config-pmap)# class type inspect ipv6-class
Device(config-pmap-c)# inspect ipv6-param-map
Device(config-pmap-c)# end

例：ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用
Device# configure terminal
Device(config)# zone security z1
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z2
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security in-to-out source z1 destination z2
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect ipv6-policy
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0.1
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64
Device(config-if)# encapsulation dot1q 2
Device(config-if)# zone member security z1
Device(config-if)# end

例：IPv6 ファイアウォールとステートフル NAT64 ポートアドレス変換
の設定

configure terminal
ipv6 unicast-routing
interface gigabitethernet 0/0/0
no ip address
zone member security z1
negotiation auto
ipv6 address 2001:DB8:1::2/96
ipv6 enable
nat64 enable

!
interface gigabitethernet 0/0/1
ip address 209.165.201.25 255.255.255.0
zone member security z2
negotiation auto
nat64 enable

!
ipv6 access-list ipv6-ipv4-pair
permit ipv6 host 2001:DB8:1::2 host 209.165:201.25

!
ipv6 route 2001:DB8:1::2/96 gigabitethernet 0/0/0
ipv6 neighbor 2001:DB8:1::2/96 gigabitethernet 0/0/0 0000.29f1.4841
nat64 v4 pool pool1 209.165.201.25 209.165.201.125
nat64 v6v4 list nat64-ipv6-any pool pool1 overload
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ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6 サポー
トに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands A
to C』

•『Security Command Reference: Commands D
to L』

•『Security Command Reference: Commands M
to R』

•『Security Command Reference: Commands S
to Z』

セキュリティコマンド

『Stateful Network Address Translation 64』ステートフル NAT64

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification』RFC 2460

『Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification』RFC 2473
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-3s/iadnat-stateful-nat64.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6 サポー
トに関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 5：ゾーンベースポリシーファイアウォールの IPv6 サポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ゾーンベースポリシーファイア

ウォールは、IPv6パケットのインス
ペクションをサポートします。

次のコマンドが導入または変更され

ました。ip port-mapと show
policy-map type inspect zone-pair。

Cisco IOS XEリリース
3.6S

ゾーンベースポリシーファイ

アウォールの IPv6サポート
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第 4 章

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール

サービスプロバイダー（SP）または大企業のエッジルータで VRF対応 Cisco IOS XEファイア
ウォールが設定されている場合は、Cisco IOS XEファイアウォール機能が VPNルーティングお
よび転送（VRF）インターフェイスに適用されます。SPは中小企業市場にマネージドサービス
を提供しています。

VRF対応Cisco IOSXEファイアウォールは、さまざまなプロトコルのVRF-Lite（別名Multi-VRF
CE）と Application Inspection and Control（AIC）をサポートします。

VRF対応ファイアウォールは、さまざまなプロトコルの VRF-Lite（別名Multi-VRF CE）と
Application Inspection and Control（AIC）をサポートします。

Cisco IOS XEリリースは、コンテキストベースのアクセスコントロール（CBAC）ファイア
ウォールをサポートしません。

（注）

• 機能情報の確認, 80 ページ

• VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールの前提条件, 80 ページ

• VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールに関する制約事項, 80 ページ

• VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールについて, 80 ページ

• VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールの設定方法, 91 ページ

• VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールの設定例, 98 ページ

• VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールに関する追加情報, 99 ページ

• VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールに関する機能情報, 100 ページ

• 用語集, 101 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールの前提条件
• Cisco IOS XEファイアウォールについて理解します。

• VRFを設定します。

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールに関する制約事項
• 2つの VPNネットワークに重複するアドレスがある場合、VRF対応ファイアウォールをサ
ポートするには、VRF対応ネットワークアドレス変換（NAT）が必要です。NATは VRF間
ルーティングはサポートしません。VRF間ルーティング機能向けの VRF対応ソフトウェア
インフラストラクチャ（VASI）を使用できます。

•クリプトトンネルが単一のインターフェイスで終端する複数の VPNに属する場合、VRFご
とのファイアウォールポリシーを適用できません。

•同じゾーンは、異なる複数の VRFに設定されたインターフェイスに適用できません。

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールについて

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール
VRF対応ファイアウォールは、VRF内で送受信される IPパケットを検査します。VRFでは、ルー
ティングテーブルの複数のインスタンスを単一のルータ内で共存させることができます。これに

より、VPNの分離が可能になり、IPアドレス空間の独立した重複が実現されます。VRFでは、あ
るサービスプロバイダーの顧客からのトラフィックを他のサービスプロバイダーの顧客から分離

することができます。Cisco IOS XE VRFサポートは、インターフェイス、ルーティングテーブ
ル、および転送テーブルの個別のセットで構成されるそれぞれのルーティングドメインを使っ
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て、ルータを複数のルーティングドメインに分割します。各ルーティングドメインは、テーブル

IDと呼ばれる固有識別子によって参照されます。グローバルルーティングドメインとデフォル
トルーティングドメイン（どのVRFにも関連付けられていない）は 0のテーブル IDで解決され
ます。VRFは重複する IPアドレス空間をサポートするため、相互に重なりのない VRFからのト
ラフィックに同じ IPアドレスを割り当てることができます。

VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールは次のようなメリットを提供します。

•スケーラブルな展開：あらゆるネットワークの帯域幅とパフォーマンスの要件を満たすよう
にスケールします。

• VPNサポート：Cisco IOS XE IPSecとその他のソフトウェアベースのテクノロジー（Layer 2
Tunneling Protocol（L2TP）トンネリングやQuality of Service（QoS）など）に基づく、すべて
が揃った VPNソリューションを提供します。

• AICサポート：Internet Message Access Protocol（IMAP）、Post Office Protocol 3（POP3）、
Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）、および Sunリモートプロシージャコール（SUN
RPC）用のポリシーマップを提供します。

•ユーザは VRF単位でファイアウォールを設定できます。ファイアウォールは、VRF内で送
受信した IPパケットを検査します。また、2つの異なる VRF（相互に重なりのある VRF）
間のトラフィックも検査します。

• SPは、プロバイダーエッジ（PE）ルータにファイアウォールを展開できます。

•重複する IPアドレス空間をサポートするため、相互に重なりのない VRFのトラフィックが
同じ IPアドレスを持つことができます。

• VRF（グローバルではない）ファイアウォールコマンドパラメータとサービス妨害（DoS）
パラメータをサポートするため、VRF対応ファイアウォールは、さまざまな VPN顧客に割
り当てられた複数のインスタンス（VRFインスタンスを含む）として実行できます。

• VRFIDを含む高速ロギング（HSL）メッセージを生成します。ただし、これらのメッセージ
は 1つのコレクタによって収集されます。

VRF対応ファイアウォールを使用すれば、ファイアウォールセッションの数を制限することがで
きます。ファイアウォールセッションが制限されていない場合は、複数の VRFでルータリソー
スを共有することが困難になります。これは、1つの VRFがリソースのほとんどを消費して、他
のVRFのリソースが足りなくなることで、他のVRFでサービス妨害（DoS）が発生する可能性が
あるためです。

Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータでは、ファイアウォールが最大
4000の VRFをサポートします。

（注）

アドレス空間の重複

VRFはデバイスを複数のルーティングドメインに分割します。これらの各ルーティングドメイン
には、インターフェイスおよびルーティングテーブルの固有のセットが含まれています。ルー
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ティングテーブルは、VRFごとの一意のテーブル IDを使用して参照されます。ゼロは、VPN
ルーティングおよび転送（VRF）に関連付けられていないデフォルトのグローバルルーティング
テーブル IDです。

交差しない VRFでは、重複するアドレス空間を使用できます（つまり、ある VRFの IPアドレス
が他の VRFに含まれることがあります）。

VRF
VPNルーティングおよび転送（VRF）により、ルーティングテーブルの複数のインスタンスが同
じデバイス内に共存できます。VRFはプロバイダーエッジ（PE）デバイス内に VRFテーブルの
テンプレートを含みます。

通常、アドレスの重複は、カスタマーネットワークでプライベート IPアドレスを使用しているこ
とから発生します。アドレスの重複は、ピアツーピア（P2P）VPNの実装を展開するうえで主要
な障害物の 1つです。重複アドレスの問題を解消するために、マルチプロトコルラベルスイッチ
ング（MPLS）VPNテクノロジーを使用できます。

各 VPNは、デバイスに独自のルーティングおよびフォワーディングテーブルがあるため、VPN
に属するすべてのカスタマーまたはサイトには、そのテーブルに含まれるルートセットに対して

のみアクセス権があります。そのため、MPLSVPNネットワークのPEデバイスには、多数のVPN
別のルーティングテーブルと、サービスプロバイダー（SP）ネットワーク内の他のデバイスに到
達するために使用される 1つのグローバルルーティングテーブルが含まれます。事実上、数多く
の仮想デバイスが単一の物理デバイスに作成されます。

VRF-Lite
MPLS対応ファイアウォールを使用しないVRFとも呼ばれるVRF-Lite対応ファイアウォール機能
は、ファイアウォールゾーンを非MPLS対応VPNルーティングおよび転送（VRF）インターフェ
イスに適用できるようにします。

VRF-Lite対応ファイアウォール機能を使用すれば、サービスプロバイダー（SP）は複数の VPN
をサポートし、それらのVPNの間で IPアドレスを重複させることが可能です。VRF-liteは、入力
インターフェイスを使用して異なる VPNのルートを区別し、1つまたは複数のレイヤ 3インター
フェイスを各VRFに関連付けることで仮想パケット転送テーブルを編成します。VRFには、イー
サネットポートなどの物理インターフェイス、または VLANスイッチ仮想インターフェイス
（SVI）などの論理インターフェイスを使用できます。ただし、1つのレイヤ 3インターフェイス
は同時に複数の VRFに所属できません。

すべての VRF-Liteインターフェイスをレイヤ 3インターフェイスにする必要があります。（注）

VRF-Liteには、次のデバイスが含まれます。

•カスタマーエッジ（CE）デバイスは、データリンクによるSPネットワークへのアクセスを
顧客に提供します。CEデバイスは、サイトのローカルルートをプロバイダーエッジ（PE）
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デバイスにアドバタイズして、PEデバイスからリモート VPNルートに関する情報を入手し
ます。

• PEデバイスは、スタティックルーティングまたはルーティングプロトコル（BorderGateway
Protocol（BGP）、Routing Information Protocolバージョン 1（RIPv1）、RIPv2など）を使用
して、CEデバイスとルーティング情報を交換します。

• PEデバイス（またはコアデバイス）は、CEデバイスに接続されていない SPネットワーク
内の任意のデバイスです。

• PEデバイスは、直接接続された VPNに関する VPNルートのみを維持する必要があるだけ
で、すべての SP VPNルートを維持する必要はありません。各 PEデバイスは、直接接続し
ているサイトごとに VRFを維持します。すべてのサイトが同じ VPNに属している場合は、
PEデバイス上の複数のインターフェイスを 1つの VRFに関連付けることができます。各
VPNは、指定された VRFにマッピングされます。CEデバイスからローカル VPNルートを
学習した後、PEデバイスは、内部 BGP（iBGP）を使用して他の PEデバイスと VPNルー
ティング情報を交換します。

VRF-Liteを使用すると、複数の顧客が 1つの CEデバイスを共有できます。その場合は、CEデバ
イスと PEデバイス間で 1つの物理リンクのみが使用されます。共有 CEデバイスは、顧客ごとに
別々のVRFテーブルを維持し、独自のルーティングテーブルに基づいて、顧客ごとにパケットを
スイッチングまたはルーティングします。VRF-Liteは限定された PEデバイスの機能をCEデバイ
スに拡張して、個別の VRFテーブルを維持する機能を提供し、VPNのプライバシーとセキュリ
ティをブランチオフィスまで拡張します。

図 6：VRF 間シナリオでのファイアウォール

MPLS VPN
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPN機能を使用すると、サービスプロバイダー
（SP）のネットワーク全体で複数のサイトを透過的に相互接続できます。1つのSPネットワーク
で、複数の IP VPNをサポートできます。VPNユーザから見ると、各 VPNはその他すべてのネッ
トワークとは隔離されたプライベートネットワークです。1つのVPN内では、各拠点は同一VPN
内のいずれの拠点にも IPパケットを送信できます。

各VPNは、1つ以上のVPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスに関連付けられていま
す。VRFは、1つの IPルーティングテーブル、派生した 1つの Cisco Express Forwarding（CEF）
テーブル、およびそのフォワーディングテーブルを使用する一連のインターフェイスで構成され

ます。

デバイスは、各VRFに対し別々のルーティングおよびCisco Express Forwardingテーブルを保持し
ます。これにより、情報が VPN外に送信されることが回避でき、重複 IPアドレスの問題を起こ
すことなく同一のサブネットが複数の VPNで使用可能になります。
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マルチプロトコル BGP（MP-BGP）を使用しているデバイスは、MP-BGP拡張コミュニティを使
用して VPNのルーティング情報を配布します。

VRF 対応 NAT
ネットワークアドレス変換（NAT）を使用すると、なんらかの単一のデバイスが、インターネッ
ト（またはパブリックネットワーク）とローカル（またはプライベート）ネットワーク間でエー

ジェントとして機能できます。NATシステムは多様なレベルのセキュリティ機能を提供できます
が、主な目的は、アドレス空間を節約することです。

組織がNATを使用すると、既存のネットワークを持っていてインターネットにアクセスする必要
がある場合に、IPアドレスが枯渇する問題を解決できます。ネットワークインフォメーションセ
ンター（NIC）登録 IPアドレスを所有していないサイトは、取得する必要があります。NATは、
何千もの非公開の内部アドレスを取得しやすいアドレスの範囲に動的にマップすることで、NIC
登録 IPアドレスの懸案事項を排除します。

NATシステムは、攻撃者が以下の情報を特定するのを困難にします。

•ネットワーク上で動作しているシステムの数。

•ネットワーク上で動作しているマシンとオペレーティングシステムのタイプ。

•ネットワークトポロジと配置。

NATとマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPNの統合により、単一のデバイス上で
複数のMPLS VPNを連動するように設定することができます。すべてのMPLS VPNで同じ IPア
ドレス方式が使用されている場合でも、NATで IPトラフィックを受信するMPLS VPNを区別で
きます。そのため、複数のMPLS VPNユーザでサービスを共有しながら、各MPLS VPNを相互
に隔離できます。

インターネット接続、ドメインネームサーバ（DNS）、VoIPサービスなどの付加価値サービス
を顧客に提供するには、MPLSサービスプロバイダーが NATを使用する必要があります。NAT
は、MPLS VPN顧客がネットワーク上で重複した IPアドレスを使用できるようにします。

また、NATは、カスタマーエッジ（CE）デバイスまたはプロバイダーエッジ（PE）デバイスに
実装できます。NATとMPLS VPNの統合機能により、MPLSクラウド内の PEデバイスへの NAT
の実装が可能になります。

VRF 対応 ALG
アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションパケットのペイロード内の IPア
ドレス情報を変換するアプリケーションです。ALGは NATで上書きする必要があるパケットペ
イロード内のアドレス情報を特定し、その情報をNATとファイアウォールに提供してデータが正
しく流れるようにするための下位フローまたはドアを作成します（データフローの一例は FTP
データフローです）。ドアは、特定の基準を満たす着信トラフィックを通過させる一時的な構造

です。ドアは、完全な NATセッションエントリを作成するのに十分な情報が得られなかった場
合に作成されます。ドアには、送信元と宛先の IPアドレス、および宛先ポートに関する情報が含
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まれています。ただし、送信元ポートに関する情報は含まれていません。メディアデータが到着

すると、送信元ポート情報が知らされ、ドアは実際の NATセッションに昇格します。

VRF 対応 IPSec
VRF対応 IPsec機能は、IPsecトンネルをMultiprotocol Label Switching（MPLS）VPNにマップし
ます。VRF対応 IPsec機能を使用すれば、単一の公開 IPアドレスを使用して、IPsecトンネルを
VPNルーティングおよび転送（VRF）にマップすることができます。

各 IPsecトンネルは、2つの VRFドメインに関連付けられます。外部のカプセル化されたパケッ
トは Front Door VRF（FVRF）という VRFドメインに属します。内部の保護された IPパケット
は、Inside VRF（IVRF）というドメインに属します。つまり、IPSecトンネルのローカルエンド
ポイントは FVRFに属しますが、内部パケットの送信元アドレスと宛先アドレスは IVRFに属す
ということです。

1つ以上の IPsecトンネルを、単一のインターフェイス上で終了できます。これらのトンネルのす
べての FVRFは同じものであり、そのインターフェイス上で設定されている VRFに設定されま
す。これらのトンネルの IVRFは異なる可能性があり、クリプトマップエントリに付加された
SecurityAssociation andKeyManagement Protocol（ISAKMP）プロファイル内で定義されているVRF
に依存します。

次の図に、IPSecとMPLS VPNおよびレイヤ 2 VPN間のシナリオを示します。

図 7：IPsec と MPLS VPN およびレイヤ 2 VPN 間
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VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャ
VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）を使用すれば、2つの異なる VRFインス
タンスを経由するトラフィックにアクセスコントロールリスト（ACL）、NAT、ポリシング、
ゾーンベースファイアウォールなどのサービスを適用することができます。VASIインターフェ
イスは、ルートプロセッサ（RP）と転送プロセッサ（FP）の冗長性をサポートします。この機能
は、VASIインターフェイス上で IPv4と IPv6のユニキャストトラフィックをサポートします。

VASIの主な用途は、VRFのより適切な分離を実現することです。VASIは、共通のインターフェ
イスを共有している（すべてのVRFがインターネット向けの同じインターフェイスを共有してい
る場合など）他の VRFに影響を与えることなく、各 VRF固有の機能を VASIインターフェイス
に適用できるようにします。ファイアウォールでは、この機能により、ゾーンを VASIに適用す
ることができます。

VASIは、仮想インターフェイスのペアを使用して実装されます。ペア内の各インターフェイスが
別々の VRFに関連付けられます。VASI仮想インターフェイスは、この 2つの VRF間で切り替え
る必要があるすべてのパケットのネクストホップインターフェイスです。VASIインターフェイ
スは、2つの VRF間で NATをサポートする必要があるフレームワークを提供します。

各インターフェイスペアは、異なる 2つのVRFインスタンスに関連付けられています。2つの仮
想インターフェイスのペア（vasileftと vasiright）は、論理的にバックツーバックで接続されてお
り、完全な対称性を有しています。各インターフェイスにはインデックスがあります。ペアリン

グの関連付けは、vasileftが自動的に vasirightにペア化されるように、2つのインターフェイスイ
ンデックスに基づいて自動的に実行されます。BGP、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
（EIGRP）、またはOpen Shortest Path First（OSPF）を使用して、スタティックルーティングとダ
イナミックルーティングのどちらかを設定することができます。BGPダイナミックルーティング
プロトコルの制約事項とコンフィギュレーションが、VASIインターフェイス間の BGPルーティ
ングコンフィギュレーションに適用されます。VASIの詳細については、「VRF対応ソフトウェ
アインフラストラクチャの設定」機能を参照してください。

セキュリティゾーン

セキュリティゾーンとは、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。

インターフェイスをゾーンにグループ化するには、次の 2つの手順を実行します。

•インターフェイスを付加できるようにゾーンを作成します。

•インターフェイスを特定のゾーンのメンバーとなるように設定します。

デフォルトでは、トラフィックは、同じゾーンのメンバーであるインターフェイス間を通ります。

インターフェイスがセキュリティゾーンのメンバーである場合、そのインターフェイスと別の

ゾーン内のインターフェイス間のすべてのトラフィック（デバイスに送信されるか、デバイスに

よって開始されたトラフィックを除く）はデフォルトでドロップされます。ゾーンメンバーイン

ターフェイスおよび別のインターフェイスに対する両方向のトラフィックを許可するには、その

ゾーンをゾーンペアの一部にして、そのゾーンペアにポリシーを適用する必要があります。ポリ
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シーが inspectまたは passアクションによってトラフィックを許可する場合、トラフィックはイ
ンターフェイスを通過できます。

ゾーンを設定するときに考慮する基本的な規則を次に示します。

•ゾーンインターフェイスからゾーン外のインターフェイスへのトラフィックまたはゾーン外
のインターフェイスからゾーンインターフェイスへのトラフィックは常にドロップされま

す。ただし、デフォルトゾーンが有効でないことが条件です（デフォルトゾーンはゾーン

外のインターフェイスです）。

• 2つのゾーンインターフェイス間のトラフィックは、各ゾーンにゾーンペアの関係があるか
どうか、およびそのゾーンペアにポリシーが設定されているかどうかが検査されます。

•デフォルトでは、同一ゾーン内の 2つのインターフェイス間のすべてのトラフィックは常に
許可されます。

•ゾーンペアは、ゾーンを送信元ゾーンおよび宛先ゾーンの両方として設定できます。この
ゾーンペアで検査ポリシーを設定して、同じゾーン内の 2つのインターフェイス間のトラ
フィックを検査またはドロップできます。

•インターフェイスがメンバーになれるのは、1つのセキュリティゾーンだけです。

•インターフェイスがセキュリティゾーンのメンバーの場合、そのゾーンを含むゾーンペア
で明示的なゾーン間ポリシーを設定しない限り、方向に関係なくそのインターフェイスを通

過するすべてのトラフィックがブロックされます。

•トラフィックは、セキュリティゾーンのメンバーであるインターフェイスとセキュリティ
ゾーンのメンバーではないインターフェイスの間では通過できません。これは、ポリシーは

2つのゾーンだけで適用できるからです。

•トラフィックがデバイスのすべてのインターフェイスを通過するようにするには、これらの
インターフェイスが 1つのセキュリティゾーンまたは別のセキュリティゾーンのメンバー
である必要があります。すべてのデバイスインターフェイスがセキュリティゾーンのメン

バーである必要はありません。

下図は次の内容を示します。

•インターフェイス E0と E1はセキュリティゾーン Z1のメンバーです。

•インターフェイス E2は、セキュリティゾーン Z2のメンバーです。
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•インターフェイス E3は、どのセキュリティゾーンのメンバーでもありません。

図 8：セキュリティゾーンの制約

次の状況が存在します。

•ゾーンペアとポリシーは、同じゾーンで設定されます。インターフェイスE0とE1は同じセ
キュリティゾーン（Z1）のメンバーなので、2つのインターフェイス間のトラフィックは自
由に流れます。

•ポリシーが設定されていない場合、他のインターフェイス間（E0と E2、E1と E2、E3と
E1、および E3と E2）でトラフィックは流れません。

•トラフィックを許可する明示的なポリシーがゾーン Z1とゾーン Z2間で設定されている場合
だけ、E0または E1と E2間でトラフィックが流れます。

•デフォルトゾーンがイネーブルになっていない限り、E3とE0、E1、E2間でトラフィックは
流れません。

Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータでは、ファイアウォールは最大
4000のゾーンをサポートします。

（注）

VRF 対応シスコファイアウォールの展開
ファイアウォールをネットワーク内の複数のポイントに展開することで、VPNサイトと共有サー
ビス（またはインターネット）を双方向で保護できます。ここでは、次のファイアウォール展開

シナリオについて説明します。
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VRF 対応のシスコファイアウォールを擁する分散ネットワーク
次の図は、サービスプロバイダー（SP）がファイアウォールサービスをVPNカスタマーのVPN1
および VPN2に提供し、VPNサイトと外部ネットワーク（共有サービスやインターネットなど）
を双方向で保護するという一般的な状況について示します。

図 9：分散ネットワーク

この例では、VPN1には、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）コア全体を対象とす
る Site Aと Site Bという 2つのサイトがあります。Site Aは PE1に接続され、Site Bは PE2に接
続されています。VPN2には、PE2に接続している 1つのサイトのみがあります。各 VPNには、
PE3上の対応するVLANサブインターフェイスに接続されている共有サービス内のVLANセグメ
ントがあります。

各 VPN（VPN1および VPN2）には 2つのファイアウォールルールがあります。1つは VPNサイ
トを共有サービスから保護するためのもので、もう 1つは共有サービスをVPNサイトから保護す
るためのものです。VPNサイトを共有サービスから保護するファイアウォールは VPNファイア
ウォールと呼ばれ、共有サービスを VPNサイトから保護するファイアウォールは共有サービス
ファイアウォールと呼ばれます。両方のファイアウォールルールが、VPNサイトに接続された各
入力プロバイダーエッジ（PE）デバイスの VPNルーティングおよび転送（VRF）インターフェ
イスに適用されます。VPNファイアウォールルールは、VRFインターフェイスが VPNサイトへ
の入力であるため、入力方向に適用されます。共有サービスファイアウォールルールは、VRFイ
ンターフェイスが共有サービスへの出力であるため、出力方向に適用されます。

分散ネットワークを使用する利点は次のとおりです。
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•ファイアウォールの導入はマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）クラウドで分散
されるため、ファイアウォールの処理負荷はすべての入力 PEデバイスに分散されます。

•共有サービスは、入力PEデバイスのVPNサイトから保護されるため、VPNサイトから送信
された悪意のあるパケットは、MPLSクラウドに入る前に、入力 PEデバイスでフィルタリ
ングされます。

• VPNファイアウォール機能はインバウンド方向に導入できます。

VRF 対応のシスコファイアウォールを擁するハブアンドスポークネットワーク
次の図に、すべての VPNサイトのファイアウォールが、共有サービスに接続されている出力 PE
デバイス PE3に適用されるハブアンドスポークネットワークを示します。

図 10：ハブアンドスポークネットワーク

一般的に、個々の VPNには、共有サービスに接続されている VLANと VPNルーティングおよび
転送（VRF）サブインターフェイスの両方または一方があります。パケットがマルチプロトコル
ラベルスイッチング（MPLS）インターフェイスに到着すると、MPLSはそのパケットを、共有
サービスに接続されている対応するサブインターフェイスにルーティングします。各 VPN上の
ファイアウォールポリシーが、対応するサブインターフェイス（VRFインターフェイス）に適用
されます（上記の図を参照）。VPNサイトにとってはサブインターフェイスは出力インターフェ
イスであるため、VPNファイアウォールルールは出力方向で適用されます。共有サービスにとっ
てはサブインターフェイスは入力インターフェイスであるため、共有サービスファイアウォール

は入力方向で適用されます。

ハブアンドスポークネットワークの利点は次のとおりです。
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•ファイアウォールは出力プロバイダーエッジ（PE）デバイス（PE3）に集中的に導入される
ため、ファイアウォールの導入および管理が容易になります。

•共有サービスファイアウォール機能は、入力方向で適用できます。

• VPNサイトは出力 PEデバイスで共有サービスから保護されるため、パケットがMPLSクラ
ウドに入る前に、共有サービスからの悪意のあるパケットが PEデバイスでフィルタリング
されます。

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールの設定方法

VRF、クラスマップ、およびポリシーマップの定義

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ip vrf vrf-name
4. rd route-distinguisher
5. route-target export route-target-ext-community
6. route-target import route-target-ext-community
7. exit
8. class-map type inspect match-any class-map-name
9. match protocol tcp
10. match protocol h323
11. exit
12. policy-map type inspect policy-map-name
13. class type inspect class-map-name
14. inspect [parameter-map-name]
15. exit
16. class class-default
17. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

VRFインスタンスを定義し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

ip vrf vrf-name

例：
Router(config)# ip vrf vrf1

ステップ 3   

VRFインスタンスのルート識別子（RD）を指定します。rd route-distinguisher

例：
Router(config-vrf)# rd 10:1

ステップ 4   

VRFインスタンスのルートターゲット拡張コミュニティを
作成し、ターゲット VPN拡張コミュニティへのルーティ
ング情報をエクスポートします。

route-target export
route-target-ext-community

例：
Router(config-vrf)# route-target
export 10:1

ステップ 5   

VRFインスタンスのルートターゲット拡張コミュニティを
作成し、ターゲット VPN拡張コミュニティへルーティン
グ情報をインポートします。

route-target import
route-target-ext-community

例：
Router(config-vrf)# route-target
import 10:1

ステップ 6   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、グローバ
ルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Router(config-vrf)# exit

ステップ 7   

レイヤ 3およびレイヤ 4（アプリケーション固有）検査タ
イプクラスマップを作成し、クラスマップコンフィギュ

レーションモードを開始します。

class-map type inspect match-any
class-map-name

例：
Router(config)# class-map type
inspect match-any class-map1

ステップ 8   

指定されたプロトコルに基づいて、クラスマップの一致基

準を設定します。

match protocol tcp

例：
Router(config-cmap)# match protocol
tcp

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたプロトコルに基づいて、クラスマップの一致基

準を設定します。

match protocol h323

例：
Router(config-cmap)# match protocol
h323

ステップ 10   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Router(config-cmap)# exit

ステップ 11   

レイヤ 3およびレイヤ 4（プロトコル固有）検査タイプポ
リシーマップを作成し、ポリシーマップコンフィギュレー

ションモードを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Router(config)# policy-map type
inspect global-vpn1-pmap

ステップ 12   

アクションを実行する対象のトラフィック（クラス）を指

定し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを開始します。

class type inspect class-map-name

例：
Router(config-pmap)# class type
inspect class-map1

ステップ 13   

Cisco IOSXEステートフルパケットインスペクションをイ
ネーブルにします。

inspect [parameter-map-name]

例：
Router(config-pmap-c)# inspect
class-map1

ステップ 14   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを

終了し、ポリシーマップコンフィギュレーションモード

を開始します。

exit

例：
Router(config-pmap-c)# exit

ステップ 15   

ポリシーを設定または変更できるようデフォルトクラスを

指定します。

class class-default

例：
Router(config-pmap)# class
class-default

ステップ 16   

• class-defaultクラスはデフォルトで定義されます。class
class-defaultコマンドを設定して、class-defaultに関連
付けられるデフォルトのドロップ属性を変更します。

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

end

例：
Router(config-pmap)# end

ステップ 17   
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ゾーンとゾーンペアの定義

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone security security-zone-name
4. exit
5. zone security security-zone-name
6. exit
7. zone-pair security zone-pair-name source source-zone destination destination-zone
8. service-policy type inspect policy-map-name
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーンコン

フィギュレーションモードを開始します。

zone security security-zone-name

例：
Router(config)# zone security vpn1-zone

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーンコン

フィギュレーションモードを開始します。

zone security security-zone-name

例：
Router(config)# zone security
global-zone

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

zone-pair security zone-pair-name source
source-zone destination destination-zone

例：
Router(config)# zone-pair security
vpn1-global-zone-pair source vpn1-zone
destination global-zone

ステップ 7   

• zone-pair-name：インターフェイスに付加されている
ゾーンの名前。

• sourcesource-zone：トラフィックの送信元ルータの名
前を指定します。

• destinationdestination-zone：トラフィックの宛先ルー
タの名前を指定します。

レイヤ 7ポリシーマップをトップレベルポリシーに関連
付けます。

service-policy type inspect policy-map-name

例：
Router(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
global-vpn1-pmap

ステップ 8   

ゾーンペアコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 9   
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インターフェイスへのゾーンの適用とルートの定義

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip vrf forwarding name
5. ip address ip-address mask
6. zone-member security zone-name
7. negotiation auto
8. exit
9. interface type number
10. ip address ip-address mask
11. zone-member security zone-name
12. negotiation auto
13. exit
14. ip route vrf vrf-name destination-ip-address destination-prefix interface-type number [global]
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：
Router(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 3   

VRFをインターフェイスまたはサブインターフェイス
と関連付けます。

ip vrf forwarding name

例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding
vrf1

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまた
はセカンダリ IPアドレスを設定します。

ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 5   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチし

ます。

zone-member security zone-name

例：
Router(config-if)# zone-member security
vpn1-zone

ステップ 6   

ギガビットイーサネットインターフェイスの速度、デュ

プレックス、および自動フロー制御を自動ネゴシエー

ションプロトコルで設定できるようにします。

negotiation auto

例：
Router(config-if)# negotiation auto

ステップ 7   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 8   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：
Router(config)# interface
gigabitethernet 1/1/1

ステップ 9   

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまた
はセカンダリ IPアドレスを設定します。

ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address
10.111.111.111 255.255.255.0

ステップ 10   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチし

ます。

zone-member security zone-name

例：
Router(config-if)# zone-member security
global-zone

ステップ 11   

ギガビットイーサネットインターフェイスの速度、デュ

プレックス、および自動フロー制御を自動ネゴシエー

ションプロトコルで設定できるようにします。

negotiation auto

例：
Router(config-if)# negotiation auto

ステップ 12   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

VRFインスタンス用のスタティックルートを確立しま
す。

ip route vrf vrf-name destination-ip-address
destination-prefix interface-type number
[global]

ステップ 14   

例：
Router(config)# ip route vrf vpn1
10.111.111.0 255.255.255.0
gigabitethernet 1/1/1 global

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config)# end

ステップ 15   

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールの設定例

例：VRF、クラスマップ、およびポリシーマップの定義
Router# configure terminal
Router(config)# ip vrf vrf1
Router(config-vrf)# rd 10:1
Router(config-vrf)# route-target export 10:1
Router(config-vrf)# route-target import 10:1
Router(config-vrf)# exit
Router(config)# class-map type inspect match-any class-map1
Router(config-cmap)# match protocol tcp
Router(config-cmap)# match protocol h323
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map type inspect global-vpn1-pmap
Router(config-pmap)# class type inspect match-acl-111
Router(config-pmap-c)# inspect match-acl-111
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap)# end

例：ポリシーマップ、ゾーン、およびゾーンペアの定義
Router# configure terminal
Router(config)# zone security vpn1-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone security global-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone-pair security vpn1-global-zone-pair source vpn1-zone destination
global-zone
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect vpn1-global-pmap
Router(config-sec-zone-pair)# end
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例：インターフェイスへのゾーンの適用とルートの定義
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)# ip vrf forwarding vrf1
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# zone-member security vpn1-zone
Router(config-if)# negotiation auto
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1/1
Router(config-if)# ip address 10.111.111.111 255.255.255.0
Router(config-if)# zone-member security global-zone
Router(config-if)# negotiation auto
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip route vrf vpn1 10.111.111.0 255.255.255.0 gigabitethernet 1/1/1 global
Router(config)# end

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

『Configuring Network Address Translation: Getting
Started』

NAT

『onfiguring a Basic MPLS VPN』MPLS VPN

『Zone-based Policy Firewall』ゾーンベースポリシーファイアウォール
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a0080094e77.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a0080094e77.shtml


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 6：VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールに関する機能情報

機能情報リリース機能名

SPまたは大企業のエッジルー
タで VRF対応 Cisco IOS XE
ファイアウォールが設定されて

いる場合は、Cisco IOSXEファ
イアウォール機能が VRFイン
ターフェイスに適用されます。

Cisco IOS XEリリース 2.5VRF対応 Cisco IOS XEファイ
アウォール
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機能情報リリース機能名

ファイアウォール - VRF対応
ALGサポート機能を使用すれ
ば、正しい IPアドレスVRF ID
ペアが必要な ALGトークンを
作成するときに、ALGで、
キャッシュされた情報から正し

い IPアドレスとVRF IDを抽出
することができます。

Cisco IOS XEリリース 2.5ファイアウォール - VRF対応
ALGサポート

用語集
C3PL：Cisco Common Classification Policy Language。ポリシーマップとクラスマップを使用して
イベント、条件、アクションに基づくトラフィックポリシーを作成する、構造化された機能固有

の設定コマンドです。

EHLO：機能のネゴシエーションを開始するための拡張 HELO代替コマンド。このコマンドは、
ESMTPプロトコルを使用してリモートSMTPサーバに接続する送信者（クライアント）を識別し
ます。

ESMTP：拡張SMTP。送達通知やセッション配信などの追加機能が含まれる、SimpleMailTransfer
Protocol（SMTP）の拡張バージョンです。ESMTPは、RFC 1869「SMTP Service Extensions」で定
義されています。

HELO：SMTP機能のネゴシエーションを開始するコマンド。このコマンドは、完全修飾 DNSホ
スト名を使用してリモート SMTPサーバに接続する送信者（クライアント）を識別します。

MAILFROM：電子メールメッセージの開始部分。送信者の電子メールアドレス（および該当す
る場合は名前）をメッセージの From:フィールドに示して識別します。

MIME：Multipurpose Internet Mail Extension（多目的インターネットメール拡張）。電子メール
で、テキスト以外のデータ（つまり、プレーン ASCIIコードでは表現できないデータ）を転送す
るための規格。たとえば、バイナリ、外国語テキスト（ロシア語や中国語など）、オーディオ、

ビデオなどのデータです。MIMEは RFC 2045で定義されています。

RCPTTO：受信者の電子メールアドレス（および使用されている場合は名前）。単一のメッセー
ジを複数の受信者に配信するようなメッセージでは、複数回繰り返すことができます。

SMTP：Simple Mail Transfer Protocol。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。
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第 5 章

レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォー
ル

レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールは、ブリッジされたパケットに対して動作し、
ローカルスイッチドイーサネットポートのペアで有効になります。これらのポート経由で転送

される埋め込み IPパケットは、ルーティングネットワーク内の通常の IPパケットと同様に検査
されます。トランスペアレントファイアウォール設定では、ゾーンベースファイアウォールま

たはレイヤ 3ファイアウォール設定をレイヤ 2インターフェイスに適用できます。

このモジュールでは、レイヤ2トランスペアレントファイアウォール機能の概要を紹介します。

• 機能情報の確認, 103 ページ

• レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールのサポートに関する制約事項, 104 ページ

• レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールについて, 104 ページ

• レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールの設定方法, 105 ページ

• レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールの設定例, 106 ページ

• レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールに関する追加情報, 107 ページ

• レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールに関する機能情報, 108 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールのサポー
トに関する制約事項

•アドレス解決プロトコル（ARP）インスペクションはサポートされていません。

•ブリッジドメイン、ブリッジドメインインターフェイス（BDI）、オーバーレイトランス
ポート仮想化（OTV）、X-Connect、仮想プライベート LANサービス（VPLS）、VxLAN、
非 IPフローといったレイヤ 2フォワーディングテクノロジーはサポートされません。

•イーサネットフレームでは、通常の IPまたは単純な VLANのみがサポートされています。
トランスペアレントファイアウォールはTCPリセット（RST）パケットを生成し、これらの
パケットをサポートされているイーサネットフレームで送信します。

• TCP RSTはボックス内高可用性スイッチオーバーの後ではサポートされません。

•仮想 TCP（vTCP）はサポートされません。

•ネットワークアドレス変換（NAT）、ボックスツーボックス（B2B）高可用性、マルチプロ
トコルラベルスイッチング（MPLS）、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタン
ス、VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）、Locator-ID Separation Protocol
（LISP）はレイヤ 2スイッチパスではサポートされません。

•イーサネット運用管理および保守（OAM）、接続障害管理（CFM）といった非 IPパケット
フローはサポートされません。

•トランスペアレントファイアウォールクラスマップでは、レイヤ 2ベースのアクセスコン
トロールリスト（ACL）はサポートされません。

レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールについて

レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールのサポート
従来のゾーンベースファイアウォールは、ネットワーク内でレイヤ 3ノードのように機能し、
ノードをパススルーする IPトラフィックを検査します。従来のファイアウォールはルーテッド
ホップであり、保護されたサブネットのいずれかに接続するホストのデフォルトゲートウェイと

して機能します。ただし、このレイヤ3ファイアウォールを既存のネットワークに配置するには、
ネットワークを再びサブネット化しなければならないため、多くの時間とリソースが必要です。

レイヤ 2トランスペアレントファイアウォールはネットワークに対して透過的であり、セグメン
ト間でレイヤ 3の分離は必要ありません。トランスペアレントファイアウォールは、「Bump In
The Wire」または「ステルスファイアウォール」のように動作し、接続されたデバイスへのルー
タホップとしては認識されません。トランスペアレントファイアウォールはルーティング対象の

ホップではないので、既存のネットワークに容易に導入できます。IP再アドレッシングは不要で
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す。トランスペアレントファイアウォールはブリッジされたパケットに対して動作し、レイヤ 3
ファイアウォールはルーティングされるパケットに対して動作します。

トランスペアレントファイアウォールは、ローカルスイッチドイーサネットポートのペアで有

効になります。これらのポート経由で転送される埋め込み IPパケットは、ルーティングネット
ワーク内の通常の IPパケットと同様に検査されます。トランスペアレントファイアウォールが検
査するのは IPパケットのみです。

トランスペアレントファイアウォールセッションは、5タプル情報（送信元 IPアドレス、宛先
IPアドレス、送信元ポート、宛先ポート、プロトコル）が格納された IPレイヤ 3およびレイヤ 4
ヘッダーを使用して作成されます。トランスペアレントファイアウォールはレイヤ 2プロトコル
としてイーサネットのみをサポートし、IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方をサポートします。

トランスペアレントファイアウォール設定では、ゾーンベースファイアウォールまたはレイヤ 3
ファイアウォール設定をレイヤ 2インターフェイスに適用できます。レイヤ 3ファイアウォール
とレイヤ 2トランスペアレントファイアウォールの両方を同じデバイスで共存させることができ
ます。

トランスペアレントファイアウォールでは、次のトポロジで IP（Internet Control Message Protocol
（ICMP）、TCP、UDP）インスペクションをサポートします。

• 2つの GigabitEthernetインターフェイス間。

• GigabitEthernetインターフェイスと GigabitEthernetサブインターフェイス間。

• 2つの GigabitEthernetサブインターフェイス間。

トランスペアレントファイアウォールは、ポリシーを関連付けずに次のパケットを渡します。

•アドレス解決プロトコル（ARP）

•マルチキャストパケット：Routing Information Protocol（RIP）、Open Shortest Path First
（OSPF）、OSPFバージョン 3（OSPFv3）、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
（EIGRP）IPv4および IPv6パケット、Intermediate System-to-Intermediate System（ISIS）IPv4
および IPv6パケット

• Protocol-Independent Multicast（PIM）IPv4および IPv6パケット

• Hot Standby Router Protocol（HSRP）、Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）、および
Gateway Load Balancing Protocol（GLBP）

• Internet Group Management Protocol（IGMP）およびマルチキャストリスナー検出（MLD）

レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールの設定方
法

ゾーンベースファイアウォールと同じ設定を使用してレイヤ2トランスペアレントファイアウォー
ルを設定できます。詳細は、「ゾーンベースファイアウォール」モジュールを参照してくださ

い。
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レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールの設定例

例：レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールの設定
次に、TCPインスペクションと UDPインスペクションを使用してレイヤ 2トランスペアレント
ファイアウォールを設定する例を示します。

•クラスマップを定義します。

•ポリシーマップを定義します。

•ゾーンとゾーンペアを定義します。

•インターフェイス GigabitEthernet 0/0/0と GigabitEthernet 0/0/1をファイアウォールゾーンに
アタッチします。

• GigabitEthernet 0/0/0とGigabitEthernet 0/0/1を接続することにより、ローカルスイッチングを
有効にします。

!Class map configuration
Device# configure terminal
Device(config)# class-map typ inspect match-any lan-wan-inspect-tcp
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# match protocol udp
Device(config-cmap)# match protocol icmp
Device(config-cmap)# exit
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map type inspect match-any wan-lan-inspect-udp
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# match protocol udp
Device(config-cmap)# match protocol icmp
Device(config-cmap)# exit

Device(config-cmap)# exit

!Policy map configuration
Device(config)# policy-map type inspect policy-wan-lan
Device(config-pmap)# class type inspect lan-wan-inspect-tcp
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap)# class type inspect wan-lan-inspect-udp
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit

!Zones and zone pair configuration
Device(config)# zone security lan
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security wan
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security lan2wan source lan destination wan
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect policy-lan-wan
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# zone-pair security wan2lan source wan destination lan
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect policy-wan-lan
Device(config-sec-zone-pair)# exit
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! Interface configuration
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# zone-member security lan
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigiabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# zone-member security wan
Device(config-if)# exit

!Local switching configuration
Device(config)# connect l2fw-conn gigabitethernet 0/0/0 gigabitethernet 0/0/1
Device(config)# end

レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールに関する
追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

『Zone-Based Policy Firewalls, Configuration
Guide』の「Zone-Based Policy Firewalls」モ
ジュール

ゾーンベースのファイアウォール
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールに関する
機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 7：レイヤ 2 トランスペアレントファイアウォールに関する機能情報

機能情報リリース機能名

レイヤ 2トランスペアレントファイアウォール
は、ブリッジされたパケットに対して動作し、

ローカルスイッチドイーサネットポートのペ

アで有効になります。これらのポート経由で転

送される埋め込み IPパケットは、ルーティング
ネットワーク内の通常の IPパケットと同様に検
査されます。トランスペアレントファイア

ウォール設定では、ゾーンベースファイア

ウォールまたはレイヤ 3ファイアウォール設定
をレイヤ 2インターフェイスに適用できます。

この機能は、Cisco ASR 1000シリーズアグリ
ゲーションサービスルータとシスコクラウド

サービスルータ1000Vシリーズでサポートされ
ます。

この機能のために導入または変更されたコマン

ドはありません。

Cisco IOS XE 3.15Sレイヤ 2トランスペアレ
ントファイアウォール
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第 6 章

ゾーンベースポリシーファイアウォールに

対するネストされたクラスマップサポート

ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポート機能は、

Cisco IOS XEファイアウォールに単一のトラフィッククラスとして複数のトラフィッククラス
を設定する機能（ネストされたクラスマップまたは階層型クラスマップとも呼ばれる）を提供

します。パケットが複数の一致基準を満たしている場合は、単一のトラフィックポリシーに関

連付けることが可能な複数のクラスマップを設定できます。CiscoIOSXEファイアウォールは、
最大 3レベルのクラスマップ階層をサポートします。

• 機能情報の確認, 111 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポートに関
する前提条件, 112 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポートに関
する情報, 112 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポートの設
定方法, 113 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポートの設
定例, 118 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポートに関
する追加情報, 119 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポートに関
する機能情報, 120 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
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プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネスト

されたクラスマップサポートに関する前提条件
ネストされたクラスマップを設定する前に、モジュラQuality of Service（QoS）CLI（MQC）に精
通しておく必要があります。

ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネスト

されたクラスマップサポートに関する情報

ネストされたクラスマップ

Cisco IOS XEリリース 3.5S以降のリリースでは、複数のトラフィッククラスを単一のトラフィッ
ククラスとして設定できます（これらのトラフィッククラスは、ネストされたクラスマップま

たは階層型クラスマップとも呼ばれます）。パケットが複数の一致基準を満たしている場合は、

単一のトラフィックポリシーに関連付けることが可能な複数のクラスマップを設定できます。ク

ラスマップをネストするには、match class-mapコマンドを設定します。1つのトラフィッククラ
スでmatch-any特性とmatch-all特性を組み合わせる唯一の方法は、class-mapコマンドを使用する
ことです。

class-map コマンドの match-all キーワードと match-any キーワード

トラフィッククラスを作成するには、match-allおよびmatch-anyキーワードを指定した class-map
コマンドを設定する必要があります。match-allキーワードとmatch-anyキーワードの指定が必要
になるのは、トラフィッククラスで複数の一致基準を設定する場合だけです。match-allおよび
match-anyキーワードには次のルールが適用されます。

•指定したトラフィッククラスにパケットを分類するために、そのパケットがトラフィック
クラス内のすべての一致基準に一致する必要がある場合、match-allキーワードを使用しま
す。

•指定したトラフィッククラスにパケットを分類するために、そのパケットがトラフィック
クラス内のいずれかの一致基準に一致する必要がある場合、match-anyキーワードを使用し
ます。
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• match-allキーワードとmatch-anyのどちらも指定しないと、トラフィッククラスはmatch-all
キーワードを指定した場合と同じように動作します。

ゾーンベースポリシーファイアウォールの設定は、次の条件が満たされる場合にネストされたク

ラスマップをサポートします。

•階層の個々のクラスマップで複数の match class-mapコマンドが参照されている場合。

•階層の個々のクラスマップに match class-mapコマンド以外の一致ルールが含まれている場
合。

ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネスト

されたクラスマップサポートの設定方法

2 レイヤネストクラスマップの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. class-map match-any class-map-name
4. match protocol protocol-name
5. exit
6. class-map match-any class-map-name
7. match protocol protocol-name
8. exit
9. class-map match-any class-map-name
10. match class-map class-map-name
11. match class-map class-map-name
12. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 3またはレイヤ 4のクラスマップを作成し、ク
ラスマップコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

class-map match-any class-map-name

例：
Router(config)# class-map match-any
child1

ステップ 3   

指定されたプロトコルを基づくクラスマップの一致基

準を設定します。

match protocol protocol-name

例：
Router(config-cmap)# match protocol tcp

ステップ 4   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Router(config-cmap)# exit

ステップ 5   

レイヤ 3またはレイヤ 4のクラスマップを作成し、ク
ラスマップコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

class-map match-any class-map-name

例：
Router(config)# class-map match-any
child2

ステップ 6   

指定されたプロトコルを基づくクラスマップの一致基

準を設定します。

match protocol protocol-name

例：
Router(config-cmap)# match protocol udp

ステップ 7   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Router(config-cmap)# exit

ステップ 8   

レイヤ 3またはレイヤ 4のクラスマップを作成し、ク
ラスマップコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

class-map match-any class-map-name

例：
Router(config)# class-map match-any
parent

ステップ 9   

トラフィッククラスを分類ポリシーとして設定します。match class-map class-map-name

例：
Router(config-cmap)# match class-map
child1

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

トラフィッククラスを分類ポリシーとして設定します。match class-map class-map-name

例：
Router(config-cmap)# match class-map
child2

ステップ 11   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config-cmap)# end

ステップ 12   

ネストされたクラスマップ用のポリシーマップの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. policy-map type inspect policy-map-name
4. class-type inspect class-map-name
5. inspect
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 3またはレイヤ 4の検査タイプポリシーマップを
作成し、ポリシーマップコンフィギュレーションモード

を開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Router(config)# policy-map type
inspect pmap

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

アクションを実行する対象のトラフィック（クラス）を

指定し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを開始します。

class-type inspect class-map-name

例：
Router(config-pmap)# class-type
inspect parent

ステップ 4   

Cisco IOS XEステートフルパケットインスペクションを
イネーブルにします。

inspect

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステップ 5   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config-pmap-c)# end

ステップ 6   

ゾーンペアへのポリシーマップのアタッチ

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone security zone-name
4. exit
5. zone security zone-name
6. exit
7. zone-pair security zone-pair-name [source zone-name destination [zone-name]]
8. service-policy type inspect policy-map-name
9. exit
10. interface type number
11. zone-member security zone-name
12. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティゾー

ンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone security zone-name

例：
Router(config)# zone security
source-zone

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティゾー

ンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone security zone-name

例：
Router(config)# zone security
destination-zone

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを開始します。

zone-pair security zone-pair-name
[source zone-name destination
[zone-name]]

ステップ 7   

•ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定する必要が
あります。例：

Router(config)# zone-pair security
secure-zone source source-zone
destination destination-zone

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾーンペアに付加し

ます。

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、ト

ラフィックはデフォルトでドロップされます。

（注）

service-policy type inspect
policy-map-name

例：
Router(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect pmap

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーションモードを終

了して、グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

exit

例：
Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface type number

例：
Router(config)# interface
gigabitethernet 0/0/1

ステップ 10   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当て

ます。

zone-member security zone-name

例：
Router(config-if)# zone-member
security source-zone

ステップ 11   

•インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバーにし
た場合、方向に関係なくインターフェイスを通過するす

べてのトラフィック（ルータ宛のトラフィックまたはルー

タ発信のトラフィックを除く）は、デフォルトでドロッ

プされます。トラフィックがインターフェイス通過する

には、ゾーンをポリシーの適用先のゾーンペアの一部に

する必要があります。ポリシーがトラフィックを許可す

ると、トラフィックはそのインターフェイスを通過でき

ます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 12   

ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネスト

されたクラスマップサポートの設定例

例：2 レイヤネストされたクラスマップの設定
Router# configure terminal
Router(config)# class-map match-any child1
Router(config-cmap)# match protocol tcp
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any child2
Router(config-cmap)# match protocol udp
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any parent
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Router(config-cmap)# match class-map child1
Router(config-cmap)# match class-map child2
Router(config-cmap)# end

例：ネストされたクラスマップのポリシーマップの設定
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map type inspect pmap
Router(config-pmap)# class-type inspect parent
Router(config-pmap-c)# inspect
Router(config-pmap-c)# end

例：ゾーンペアへのポリシーマップのアタッチ
Router# configure terminal
Router(config)# zone security source-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone security destination-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone-pair security secure-zone source source-zone destination destination-zone
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect pmap
Router(config-sec-zone-pair)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Router(config-if)# zone-member security source-zone
Router(config-if)# end

ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネスト

されたクラスマップサポートに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


マニュアルタイトル関連項目

『Zone-Based Policy Firewall』ゾーンベースポリシーファイアウォール

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネスト

されたクラスマップサポートに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 8：ゾーンベースポリシーファイアウォールに対するネストされたクラスマップサポートに関する機能
情報

機能情報リリース機能名

ゾーンベースポリシーファイ

アウォールに対するネストされ

たクラスマップサポート機能

は、Cisco IOS XEファイア
ウォールに単一のトラフィック

クラスとして複数のトラフィッ

ククラスを設定する機能（ネ

ストされたクラスマップまた

は階層型クラスマップとも呼

ばれる）を提供します。パケッ

トが複数の一致基準を満たして

いる場合は、単一のトラフィッ

クポリシーに関連付けること

が可能な複数のクラスマップ

を設定できます。

Cisco IOS XEリリース 3.5Sゾーンベースポリシーファイ

アウォールに対するネストされ

たクラスマップサポート
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第 7 章

ゾーン不一致処理

ゾーン不一致処理機能を使用すれば、既存のセッションに関連付けられたゾーンペアを検証し

て、そのゾーンペアと一致するトラフィックをネットワークに転送することができます。セッ

ションに関連付けられたゾーンペアを検証せずにネットワークへのトラフィックの転送を許可

すると、セキュリティの脆弱性につながる可能性があります。

このモジュールでは、機能の概要とその設定方法について説明します。

• 機能情報の確認, 123 ページ

• ゾーン不一致処理に関する制約事項, 124 ページ

• ゾーン不一致処理に関する情報, 124 ページ

• ゾーン不一致処理の設定方法, 126 ページ

• ゾーン不一致処理の設定例, 127 ページ

• ゾーン不一致処理に関する追加情報, 128 ページ

• ゾーン不一致処理に関する機能情報, 129 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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ゾーン不一致処理に関する制約事項
zone-mismatchdropコマンドは、parameter-maptypeinspect-vrf、parameter-maptypeinspect-zone、
および parameter-maptypeinspectglobalコマンドの下で設定することはできません。

ゾーン不一致処理に関する情報

ゾーン不一致処理の概要

ゾーンベースファイアウォールは、送信元ゾーンから宛先ゾーンに流れるトラフィック用のセッ

ションを作成し、そのトラフィックが宛先ゾーンから送信元ゾーンに戻るときに照合を行います。

ゾーンとは、同様の機能を果たすインターフェイスのグループです。ゾーンペアを使用すれば、

その一部である 2つのセキュリティゾーン間の単方向ファイアウォールポリシーを指定すること
ができます。

トラフィックの最初のパケットに対して、ファイアウォールがパケットの入力インターフェイス

と出力インターフェイスに関連付けられたゾーンペアをチェックし、パケットを検証してから、

検査可能なトラフィック用のセッションを作成します。また、リターントラフィックが戻ってき

たら、ファイアウォールが最初のパケットに基づいてセッションルックアップを実行し、既存の

セッションを検索します。ファイアウォールが一致するセッションを見つけると、トラフィック

の通過を許可し、リターントラフィックに関連付けられたゾーンが既存のセッションに関連付け

られたゾーンペアと一致するかどうかをチェックしません。セッションに関連付けられたゾーン

ペアを検証せずにネットワークへのトラフィックの転送を許可すると、セキュリティの脆弱性に

つながる可能性があります。

ゾーン不一致処理機能を使用すれば、既存のセッションに関連付けられたゾーンペアを検証し

て、そのゾーンペアと一致するトラフィックをネットワークに転送することができます。

zone-mismatchdropコマンドを設定する場合、ファイアウォールは、既存のセッションと一致す
るもののパケットが出入りするゾーンとゾーンペアが一致しないすべてのパケット（IPv4と IPv6）
をドロップします。この機能は、ハイアベイラビリティおよび In-ServiceSoftwareUpgrade（ISSU）
と連動します。

parameter-maptypeinspect-globalコマンドの下で zone-mismatchdropコマンドを設定する場合、
ゾーン不一致処理の設定がグローバルファイアウォールの設定に適用されます。すべてのゾーン

間のトラフィックでゾーンペア不一致が検査されます。

parameter-maptypeinspectコマンドの下で zone-mismatchdropコマンドを設定することもできま
す。この場合は、ゾーン不一致処理機能をポリシー単位で適用することができます。

zone-mismatchdropコマンドを設定する場合、その設定は新しいセッションにのみ適用されます。
既存のセッションでは、そのセッションが同じゾーンペアに属していなくても、トラフィックは

ドロップされません。
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ゾーン不一致処理機能の導入シナリオ

ここでは、ゾーン不一致処理機能が導入される一般的なシナリオについて説明します。

ゾーンベースファイアウォールアプリケーションによるトラフィックインスペクション

次の図は、ゾーン不一致処理機能が有効な場合のファイアウォールによるトラフィックインスペ

クションを示します。

図 11：ゾーンベースファイアウォールアプリケーションによるトラフィックインスペクション

ゾーン Z1と Z2は同一のゾーンペアに含まれており、このゾーンペアには、zone-mismatchdrop
コマンドが設定されているパラメータマップがあります。ゾーン Z3はゾーンペアに含まれてい
ないため、Z3からのトラフィックは、インターフェイス 1とインターフェイス 2の間のファイア
ウォールセッションに一致する場合でも、ドロップされます。

ゾーン Z3が追加されたゾーンペアに関連付けられているパラメータマップに対して
zone-mismatchdropコマンドを設定すると、Z1と Z2の間で確立されるセッションに対しては、
その設定は反映されません。ただし parameter-maptypeinspect-globalコマンドの下で
zone-mismatchdropコマンドを設定すると、すべてのゾーン間のトラフィックに対してその設定
が適用されます。

ゾーンベースファイアウォールで設定されたアプリケーションレイヤゲートウェイ

一部のアプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）はアプリケーションレベルゲートウェイ
とも呼ばれ、動作するには複数のコントロールおよびメディアチャネルが必要です。ゾーンベー

スファイアウォールでは、制御チャネルおよびメディアチャネルが ALGの同一ゾーンペアに含
まれることは義務付けられません。メディアチャネルまたはデータチャネルに対して

zone-mismatchdropコマンドを設定する場合、この設定が有効になるのは、不明確なセッション
から明確なセッションにメディアチャネルまたはデータチャネルが昇格した後です。ゾーンベー
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スファイアウォールは、これらの明確なセッションを通常のセッションと同様にチェックしま

す。不明確なセッションとは、5タプル情報が含まれていないセッションです。

ゾーン不一致処理の設定方法

ゾーン不一致処理の設定

zone-mismatch dropコマンドは、parameter-map type inspect-vrf、parameter-map type inspect-zone、
および parameter-map type inspect globalコマンドの下で設定できません。

zone-mismatch dropコマンドを parameter-map type inspect-globalコマンドの下で設定した場合、
ゾーン不一致処理の設定はグローバルファイアウォール設定に適用されます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかを実行します。

• parameter-maptypeinspectparameter-map-name

• parameter-maptypeinspect-global

4. zone-mismatchdrop
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ユーザ EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspect
アクションに関連するパラメータの検査タイプパラメー

次のいずれかを実行します。ステップ 3   

• parameter-maptypeinspectparameter-map-name
タマップを設定し、パラメータマップタイプ検査コン

フィギュレーションモードを開始します。• parameter-maptypeinspect-global
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device(config)# parameter-map type inspect
pmap1
or
Device(config)# parameter-map type
inspect-global

既存のセッションに接続しているゾーンペアを検証し、

ゾーンペアに一致するトラフィックをネットワークに

zone-mismatchdrop

例：
Device(config-profile)# zone-mismatch drop

ステップ 4   

対して許可します。着信セッションのゾーンペアがセッ

ションが到着または離脱するゾーンと一致しない場合、

ファイアウォールはこれらのパケットをドロップしま

す。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 5   

ゾーン不一致処理の設定例

例：ゾーン不一致処理の設定

次の例では、ゾーン不一致処理機能がパラメータマップ pmap-fwに対して有効になっています。
! Configuring zones
Device(config)# zone security private
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security public
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security internet
Device(config-sec-zone)# exit

! Attaching zones to interfaces
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/5
Device(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security private
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/6
Device(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security public
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/1
Device(config-if)# ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security internet
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
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!Configuring the Zone Mismatch Handling feature
Device(config)# parameter-map type inspect pmap-fw
Device(config-profile)# zone-mismatch drop
Device(config-profile)# exit

!Configuring class maps
Device(config)# class-map type inspect match-any internet-traffic-class
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# match protocol udp
Device(config-cmap)# match protocol icmp
Device(config-cmap)# exit

! Configuring policy maps and class matching
Device(config)# policy-map type inspect private-internet-policy
Device(config-pmap)# class type inspect internet-traffic-class
Device(config-pmap-c)# inspect pmap-fw
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit

! Configuring zone pairs
Device(config)# zone-pair security private-internet source private destination internet
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect private-internet-policy
Device(config-sec-zone-pair)# end

ゾーン不一致処理に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

ゾーン不一致処理に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 9：ゾーン不一致処理に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ゾーン不一致処理機能を使用すれば、既存のセッ

ションに関連付けられたゾーンペアを検証し

て、そのゾーンペアと一致するトラフィックを

ネットワークに転送することができます。

この機能は、Cisco 4400シリーズサービス統合
型ルータ、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲー
ションサービスルータ、およびシスコクラウ

ドサービスルータ 1000Vシリーズでサポート
されます。

次のコマンドが導入されました。

zone-mismatchhandling。

Cisco IOS XE 3.15Sゾーン不一致処理
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第 8 章

ファイアウォールステートフルシャーシ間

冗長性の設定

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性機能を使用すると、相互にバックアップとし

て動作するルータのペアを設定できます。この機能を設定し、複数のフェールオーバー条件に基

づいてアクティブルータを判断できます。フェールオーバーが発生すると、中断なくスタンバ

イルータが引き継ぎ、トラフィックフォワーディングサービスの実行とダイナミックルーティ

ングテーブルのメンテナンスを開始します。

• 機能情報の確認, 131 ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の前提条件, 132 ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関する制約事項, 132 ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性について, 133 ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の設定方法, 139 ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の設定例, 149 ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関する追加情報, 152 ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関する機能情報, 153 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の前提

条件
•ファイアウォールに接続しているインターフェイスは、同じ冗長インターフェイス識別子
（RII）を持つ必要があります。

•アクティブデバイスおよびスタンバイデバイスは、Cisco IOS XEゾーンベースファイア
ウォールの設定を同じにする必要があります。

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスは、同じバージョンの Cisco IOS XEソフトウェ
アで実行する必要があります。アクティブデバイスとスタンバイは、スイッチを介して接続

する必要があります。

•組み込みサービスプロセッサ（ESP）は、アクティブデバイスとスタンバイデバイスの両方
で一致する必要があります。

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関す

る制約事項
•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）はサポートされていません。

• LANおよびWANシナリオはサポートされません。

• LANおよびMESHシナリオはサポートされません。

•ボックス間の高可用性（HA）とボックス内のHAの共存はサポートされていないので、シャー
シ内にデュアルエンベデッドサービスプロセッサ（ESP）またはデュアルルートプロセッ
サ（RP）を持つ Cisco ASR 1006および Cisco ASR 1013プラットフォームはサポートされて
いません。

シャーシ内に単一の ESPと単一の RPを持つ Cisco ASR 1006および Cisco ASR 1013プラット
フォームは、シャーシ間冗長性をサポートします。

•デュアル IOSデーモン（IOSd）が設定されている場合、デバイスはファイアウォールステー
トフルシャーシ間冗長性の設定をサポートしません。
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ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性につい

て

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の機能

相互にホットスタンバイとして動作するようにルータのペアを設定できます。この冗長性は、イ

ンターフェイスベースで設定します。冗長インターフェイスのペアは、冗長グループと呼ばれま

す。次の図に、アクティブ/スタンバイデバイスのシナリオを示します。また、1つの発信イン
ターフェイスを持つルータのペアについて、冗長グループを設定する方法を示します。アクティ

ブ/アクティブデバイスシナリオを表現する「冗長グループの設定：2つの発信インターフェイ
ス」の図に、2つの発信インターフェイスを使用するルータのペアに 2つの冗長グループを設定
する方法を示します。

いずれの場合でも、設定可能なコントロールリンクおよびデータ同期リンクによって冗長ルータ

は参加します。コントロールリンクは、ルータのステータスを通信するために使用されます。

データ同期リンクは、ネットワークアドレス変換（NAT）およびファイアウォールからステート
フル情報を転送し、これらのアプリケーションについてステートフルデータベースを同期するた

めに使用されます。

また、いずれの場合でも、冗長インターフェイスのペアは、同じ固有 ID番号（RIIと呼ばれます）
で設定されます。
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図 12：冗長グループの設定：2 つの発信インターフェイス
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冗長グループメンバーのステータスは、コントロールリンクで送信される helloメッセージを使
用することで判断できます。設定可能な時間内に、いずれかのルータがhelloメッセージに応答し
ない場合、エラーが発生したと見なされ、スイッチオーバーが開始されます。ミリ秒単位でエラー

を検出するには、双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコルと統合されたフェールオーバー
プロトコルをコントロールリンクで実行します。helloメッセージについて次のパラメータを設定
できます。

• Active timer

• Standby timer

• hellotime：helloメッセージが送信される間隔

• holdtime：アクティブまたはスタンバイルータをダウン状態と宣言するまでの時間

hellotimeは、Hot Standby Router Protocol（HSRP）に合わせてデフォルトで 3秒に設定されます。
holdtimeのデフォルトは 10秒です。これらのタイマーは、timershellotimemsecコマンドを使用し
てミリ秒単位で設定することもできます。

スイッチオーバーの影響を受けるインターフェイスのペアを判断するには、冗長インターフェイ

スの各ペアについて、固有の ID番号を設定する必要があります。この ID番号は RIIと呼ばれ、
インターフェイスに関連付けられています。

また、スタンバイルータに対するスイッチオーバーは、他の条件でも発生する可能性がありま

す。スイッチオーバーが発生する別の要因として、各ルータで設定可能な優先順位設定がありま

す。最も優先度が高いルータがアクティブルータになります。アクティブルータまたはスタンバ
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イルータで障害が発生した場合、重みと呼ばれる設定可能な数値分、ルータの優先度が減らされ

ます。アクティブルータの優先度が、スタンバイルータの優先度を下回る場合、スイッチオー

バーが発生し、スタンバイルータがアクティブルータになります。このデフォルトの動作を無効

にするには、冗長グループについてpreemption属性をディセーブルにします。また、インターフェ
イスのL1状態がダウン状態になった場合、各インターフェイスを設定して優先度を減らします。
この数は、冗長グループに設定されているデフォルトの値よりも優先されます。

冗長グループの優先度が変更されるエラーイベントごとに、タイムスタンプ、影響を受けた冗長

グループ、以前の優先度、新しい優先度、およびエラーイベントの原因の説明を含む syslogエン
トリが生成されます。

スイッチオーバーが発生する原因となるもう 1つの状況は、ルータまたはインターフェイスの優
先度が、設定可能なしきい値レベルを下回る場合です。

一般的に、スタンバイルータへのスイッチオーバーは次の条件で発生します。

•アクティブルータで停電またはリロードが発生した場合（クラッシュも含まれます）。

•アクティブルータのランタイム優先度が、スタンバイルータの優先度を下回った場合。

•アクティブルータのランタイム優先度が、設定したしきい値を下回った場合。

•アクティブルータの冗長グループを手動でリロードするには、
redundancyapplicationreloadgrouprg-numberコマンドを使用します。

•任意のモニタ対象インターフェイスで 2つの連続する helloメッセージに失敗した場合、イ
ンターフェイスは強制的にテストモードになります。この問題が発生すると、いずれのユ

ニットもまずインターフェイス上のリンクステータスを確認してから、次のテストを実行し

ます。

•ネットワークアクティビティテスト

• ARPテスト

•ブロードキャスト pingテスト

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性機能では、冗長グループのトラフィックは、そ

の冗長グループの入力インターフェイスに関連付けられている仮想 IPアドレスを使用してルー
ティングされます。仮想 IPアドレスに送信されたトラフィックは、冗長グループがアクティブ状
態になっているルータで受信されます。冗長グループのフェールオーバー中は、仮想 IPアドレス
へのトラフィックが新しくアクティブになった冗長グループに自動的にルーティングされます。

冗長グループのトラフィックがスタンバイルータの物理 IPアドレスを使用してルーティングされ
てスタンバイ冗長グループに到達した場合、ファイアウォールはスタンバイ冗長グループに到達

したトラフィックをドロップします。一方、トラフィックがアクティブ冗長グループに到達した

場合は、確立された TCPまたは UDPセッションがスタンバイ冗長グループに同期されます。

排他的仮想 IP アドレスと排他的仮想 MAC アドレス
仮想 IP（VIP）アドレスと仮想MAC（VMAC）アドレスは、セキュリティアプリケーションが、
トラフィックを受信するインターフェイスを制御するために使用します。インターフェイスは別
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のインターフェイスとペアにされ、これらのインターフェイスは同じ冗長グループ（RG）に関連
付けられます。アクティブな RGに関連付けられているインターフェイスは、VIPアドレスと
VMACを排他的に所有します。アクティブデバイスの Address Resolution Protocol（ARP）プロセ
スによって、VIPへの ARP要求に対する ARP応答が送信されます。また、インターフェイスの
イーサネットコントローラは、VMAC宛てのパケットを受信するようにプログラミングされま
す。RGのフェールオーバーが発生すると、VIPとVMACの所有権は変化します。新しくアクティ
ブになった RGに関連付けられたインターフェイスは、gratuitous ARPを送信し、インターフェイ
スのイーサネットコントローラをプログラミングして、VMAC宛てのパケットを受け入れます。

IPv6 のサポート

各冗長グループ（RG）を、同じ冗長インターフェイス識別子（RII）で IPv4と IPv6の両方の仮想
IP（VIP）アドレスのトラフィックインターフェイスに割り当てることができます。各 RGは RII
ごとに一意の仮想MAC（VMAC）アドレスを使用します。RGでは、IPv6リンクローカルVIPと
グローバル VIPがインターフェイス上に共存します。

トラフィックインターフェイス上の各 RGに対して IPv4 VIP、リンクローカル IPv6 VIP、および/
またはグローバル IPv6 VIPを設定できます。IPv6リンクローカル VIPは、スタティックルート
またはデフォルトルートを設定する場合に主に使用されます。IPv6グローバル VIPは、LANト
ポロジとWANトポロジの両方で広く使用されています。

IPv4 VIPを設定する前に、物理 IPアドレスを設定する必要があります。

サポートされるトポロジ

LAN-LANトポロジは、ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性アーキテクチャでサポー
トされます。

非対称ルーティングはサポートされません。（注）

LAN/LAN
次の図に、LAN/LANトポロジを示します。専用のアプリケーションベースのファイアウォール
ソリューションを使用するときに、アップストリームまたはダウンストリームルータから適切な

仮想 IPアドレスへのスタティックルーティングを設定することで、多くの場合、トラフィックは
適切なファイアウォールに送信されます。さらに、AggregationServicesRouter（ASR）は、アップ
ストリームまたはダウンストリームルータとのダイナミックルーティングに参加します。LAN
方向のインターフェイスでサポートされるダイナミックルーティング構成では、ルーティングプ

ロトコルのコンバージェンスへの依存が生じないようにしてください。依存があると、高速フェー

ルオーバー要件に適合しなくなります。
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LAN/LANの設定の詳細については、「例：LAN/LANの設定」を参照してください。

ゾーンベースファイアウォールでの VRF 対応シャーシ間冗長性
Cisco IOS XEリリース 3.14Sでは、ゾーンベースファイアウォールがVRF対応シャーシ間冗長性
をサポートします。アクティブデバイスとスタンバイデバイスの VPNルーティングおよび転送
（VRF）名は同じにする必要があります。アクティブデバイスとスタンバイデバイスの両方で同
じ VRF設定を使用できる必要があります。

ゾーンベースファイアウォールでの VRF対応シャーシ間冗長性機能では、アクティブデバイス
とスタンバイデバイス上でボックスツーボックスハイアベイラビリティセッション同期メッセー

ジと一緒に VRFハッシュキーを送信する VRFマッピング機能が使用されます。
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ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の設定

方法

冗長アプリケーショングループの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 冗長性
4. applicationredundancy
5. groupid
6. name group-name
7. シャットダウン
8. priority value [failover threshold value]
9. preempt
10. trackobject-number{decrement value | shutdown}
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

冗長アプリケーションコンフィギュレーションモード

を開始します。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

groupid

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

（任意）プロトコルインスタンスに任意のエイリアス

を指定します。

name group-name

例：
Device(config-red-app-grp)# name group1

ステップ 6   

（任意）冗長グループを手動でシャットダウンします。シャットダウン

例：
Device(config-red-app-grp)# shutdown

ステップ 7   

（任意）冗長グループの初期優先度とフェールオーバー

しきい値を指定します。

priority value [failover threshold value]

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 8   

グループでのプリエンプションをイネーブルにし、優

先度とは無関係にスタンバイデバイスがアクティブデ

バイスをプリエンプション処理できるようにします。

preempt

例：
Device(config-red-app-grp)# preempt

ステップ 9   

冗長グループの優先度を指定します。この値は、イベ

ントが発生した場合に減らされます。

trackobject-number{decrement value |
shutdown}

例：
Device(config-red-app-grp)# track 200
decrement 200

ステップ 10   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了して特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   
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冗長グループプロトコルの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 冗長性
4. applicationredundancy
5. protocolid
6. namegroup-name
7. timershellotime{seconds |msec milliseconds}holdtime {seconds |msec milliseconds}
8. authentication {textstring |md5key-string [0 | 7] key-string timeout seconds | key-chainkey-chain-name}
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

冗長アプリケーションコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 4   

コントロールインターフェイスに接続されるプロト

コルインスタンスを指定し、冗長アプリケーション

protocolid

例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 5   

プロトコルコンフィギュレーションモードを開始

します。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

141

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の設定

冗長グループプロトコルの設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）名前を使用して冗長グループ（RG）を設定
します。

namegroup-name

例：
Device(config-red-app-prtcl)# name prot1

ステップ 6   

helloメッセージが送信される間隔と、デバイスがダ
ウン状態と宣言されるまでの時間を指定します。

timershellotime{seconds |msec
milliseconds}holdtime {seconds |msec
milliseconds}

ステップ 7   

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 9

認証情報を指定します。authentication {textstring |md5key-string [0 |
7] key-string timeout seconds |
key-chainkey-chain-name}

ステップ 8   

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1 timeout
100

冗長アプリケーションプロトコルコンフィギュレー

ションモードを終了し、特権EXECモードを開始し
ます。

end

例：
Device(config-red-app-prtcl)# end

ステップ 9   

仮想 IP アドレスおよび冗長インターフェイス識別子の設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. redundancyriiid
5. redundancygroupidipvirtual-ipexclusive [decrementvalue]
6. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/1

ステップ 3   

冗長グループ用に冗長インターフェイス識別子（RII）
を設定します。

redundancyriiid

例：
Device(config-if)# redundancy rii 600

ステップ 4   

•有効な範囲は 1～ 65535です。

インターフェイスを冗長グループに関連付け、仮想 IP
アドレスをイネーブルにします。

redundancygroupidipvirtual-ipexclusive
[decrementvalue]

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
ip 10.10.1.1 exclusive decrement 20

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6   
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コントロールインターフェイスおよびデータインターフェイスの設

定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 冗長性
4. applicationredundancy
5. groupid
6. datainterface-typeinterface-number
7. controlinterface-typeinterface-numberprotocolid
8. timersdelayseconds [reloadseconds]
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

冗長アプリケーションコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 4   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

groupid

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

冗長グループに使用されるデータインターフェイス

を指定します。

datainterface-typeinterface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/0

ステップ 6   

冗長グループに使用されるコントロールインターフェ

イスを指定します。

controlinterface-typeinterface-numberprotocolid

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/2 protocol 1

ステップ 7   

•このインターフェイスは、コントロールインター
フェイスプロトコルのインスタンスにも関連付

けられます。

障害の発生後、またはシステムのリロード後に起動す

るロールのネゴシエートを遅らせるために、冗長グ

ループが待機する時間を指定します。

timersdelayseconds [reloadseconds]

例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 8   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了して特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 9   

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の管理とモニタリ

ング

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性機能を管理およびモニタするには、次のコマン

ドを使用します。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. debugredundancyapplicationgroupconfig{all| error | event | func}
3. debugredundancyapplicationgroupfaults{all | error | event | fault | func}
4. debugredundancyapplicationgroupmedia{all | error | event | nbr | packet{rx | tx} |timer}
5. debugredundancyapplicationgroupprotocol{all | detail | error | event |media | peer}
6. debugredundancyapplicationgrouprii{error | event}
7. debugredundancyapplicationgrouptransport{db | error | event | packet | timer | trace}
8. debugredundancyapplicationgroupvp{error | event}
9. showredundancyapplicationgroup [group-id| all]
10. showredundancyapplicationtransport{client | group[group-id]}
11. showredundancyapplicationcontrol-interfacegroup [group-id]
12. showredundancyapplicationfaultsgroup[group-id]
13. showredundancyapplicationprotocol {protocol-id | group [group-id]
14. showredundancyapplicationif-mgrgroup[group-id]
15. showredundancyapplicationdata-interfacegroup [group-id]
16. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：

Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

冗長グループアプリケーションの設定を表示

します。

debugredundancyapplicationgroupconfig{all| error |
event | func}

例：

Device# debug redundancy application group config
all

ステップ 2   

冗長グループアプリケーションの障害を表示

します。

debugredundancyapplicationgroupfaults{all | error |
event | fault | func}

例：

Device# debug redundancy application group faults
error

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

冗長グループアプリケーションのグループ

メディア情報を表示します。

debugredundancyapplicationgroupmedia{all | error |
event | nbr | packet{rx | tx} |timer}

例：

Device# debug redundancy application group media
timer

ステップ 4   

冗長グループアプリケーションのグループ

プロトコル情報を表示します。

debugredundancyapplicationgroupprotocol{all | detail
| error | event |media | peer}

例：

Device# debug redundancy application group
protocol peer

ステップ 5   

冗長グループアプリケーションのグループ

RII情報を表示します。
debugredundancyapplicationgrouprii{error | event}

例：

Device# debug redundancy application group rii
event

ステップ 6   

冗長グループアプリケーションのグループ

トランスポート情報を表示します。

debugredundancyapplicationgrouptransport{db | error
| event | packet | timer | trace}

例：

Device# debug redundancy application group
transport trace

ステップ 7   

冗長グループアプリケーションのグループ

VP情報を表示します。
debugredundancyapplicationgroupvp{error | event}

例：

Device# debug redundancy application group vp
event

ステップ 8   

冗長グループ情報を表示します。showredundancyapplicationgroup [group-id| all]

例：

Device# show redundancy application group all

ステップ 9   

冗長グループのトランスポート固有の情報を

表示します。

showredundancyapplicationtransport{client |
group[group-id]}

例：

Device# show redundancy application transport
group 1

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

冗長グループのコントロールインターフェイ

ス情報を表示します。

showredundancyapplicationcontrol-interfacegroup
[group-id]

例：

Device# show redundancy application
control-interface group 2

ステップ 11   

冗長グループの障害固有の情報を表示しま

す。

showredundancyapplicationfaultsgroup[group-id]

例：

Device# show redundancy application faults group
2

ステップ 12   

冗長グループのプロトコル固有の情報を表示

します。

showredundancyapplicationprotocol {protocol-id | group
[group-id]

例：

Device# show redundancy application protocol 3

ステップ 13   

冗長グループのインターフェイスマネージャ

情報を表示します。

showredundancyapplicationif-mgrgroup[group-id]

例：

Device# show redundancy application if-mgr group
2

ステップ 14   

データインターフェイス固有の情報を表示し

ます。

showredundancyapplicationdata-interfacegroup
[group-id]

例：

Device# show redundancy application data-interface
group 1

ステップ 15   

現在のコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

Device# end

ステップ 16   
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ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の設定

例

例：冗長アプリケーショングループの設定

次に、優先順位属性とプリエンプション属性のある group1という名前の冗長グループを設定する
例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name group1
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover-threshold 50
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# track 200 decrement 200
Device(config-red-app-grp)# end

例：冗長グループプロトコルの設定

次に、hello timeメッセージと hold timeメッセージ用のタイマーが設定されている冗長グループを
設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 3 holdtime 9
Device(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 timeout 100
Device(config-red-app-prtcl)# bfd
Device(config-red-app-prtcl)# end

例：仮想 IP アドレスと冗長インターフェイス識別子の設定
次に、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/1/1の冗長グループ仮想 IPアドレスを設定す
る例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/1
Device(conf-if)# redundancy rii 600
Device(config-if)# redundancy group 2 ip 10.2.3.4 exclusive decrement 200
Device(config-if)# end

例：コントロールインターフェイスとデータインターフェイスの設

定
Device# configure terminal
Device(config-red)# application redundancy
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Device(config-red-app-grp)# group 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/0
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 0/0/2 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Device(config-red-app-grp)# end

例：LAN-LAN トポロジの設定
次のサンプル LAN-LAN構成で、ステートフルな冗長性を確保するために、2つの発信インター
フェイスを備えたルータのペアを設定する方法を示します。この例では、GigabitEthernet 0/1/1が
入力インターフェイスで、GigabitEthernet0/2/1が出力インターフェイスです。両方のインターフェ
イスがゾーンに割り当てられ、ゾーン間のトラフィックを記述するためのクラスマップが定義さ

れます。また、冗長性を確保するようにインターフェイスが設定されます。「検査」アクション

がアプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）を呼び出して、ピンホールを開き、他のポート
上のトラフィックを許可します。ピンホールは、保護されたネットワークへの制御されたアクセ

スを特定のアプリケーションが取得できるようにするために ALG経由で開かれるポートです。

アクティブデバイスである Device 1の設定を以下に示します。

! Configures redundancy, control and data interfaces
redundancy
mode none
application redundancy
group 2
preempt
priority 200 failover threshold 100
control GigabitEthernet 0/0/4 protocol 2
data GigabitEthernet 0/0/3

!
protocol 2
timers hellotime ms 250 holdtime ms 750

!
! Configures a VRF
ip vrf vrf1
!
! Configures parameter maps to add parameters that control the behavior of actions and match
criteria.
parameter-map type inspect pmap-udp
redundancy
redundancy delay 10

!
parameter-map type inspect pmap-tcp
redundancy
redundancy delay 10

!
! Defines class-maps to describes traffic between zones
class-map type inspect match-any cmap-udp
match protocol udp
!
class-map type inspect match-any cmap-ftp-tcp
match protocol ftp
match protocol tcp
!
! Associates class-maps with policy-maps to define actions to be applied
policy-map type inspect p1
class type inspect cmap-udp
inspect pmap-udp

!
class type inspect cmap-ftp-tcp
inspect pmap-tcp

!
! Identifies and defines network zones
zone security z-int
!
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zone security z-hi
!
! Sets zone pairs for any policy other than deny all and assign policy-maps to zone-pairs
by defining a service-policy
zone-pair security hi2int source z-hi destination z-int
service-policy type inspect p1
!
! Assigns interfaces to zones
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip vrf forwarding vrf1
ip address 10.1.1.3 255.255.0.0
ip virtual-reassembly
zone-member security z-hi
negotiation auto
redundancy rii 20
redundancy group 2 ip 10.1.1.10 exclusive decrement 50
!
interface GigabitEthernet 0/0/2
ip vrf forwarding vrf1
ip address 192.0.2.2 255.255.255.240
ip virtual-reassembly
zone-member security z-int
negotiation auto
redundancy rii 21
redundancy group 2 ip 192.0.2.12 exclusive decrement 50
!
interface GigabitEthernet 0/0/4
ip address 198.51.100.17 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet 0/0/4
ip address 203.0.113.49 255.255.255.240
!
ip route vrf vrf1 192.0.2.0 255.255.255.240 GigabitEthernet0/0/2 10.1.1.4
ip route vrf vrf1 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet0/0/1 10.1.0.4
!

スタンバイデバイスである Device 2の設定を以下に示します。
! Configures redundancy, control and data interfaces
redundancy
mode none
application redundancy
group 2
preempt
priority 200 failover threshold 100
control GigabitEthernet 0/0/4 protocol 2
data GigabitEthernet 0/0/3

!
protocol 2
timers hellotime ms 250 holdtime ms 750

!
! Configures a VRF
ip vrf vrf1
!
! Configures parameter maps to add parameters that control the behavior of actions and match
criteria.
parameter-map type inspect pmap-udp
redundancy
redundancy delay 10

!
parameter-map type inspect pmap-tcp
redundancy
redundancy delay 10

!
! Defines class-maps to describes traffic between zones
class-map type inspect match-any cmap-udp
match protocol udp
!
class-map type inspect match-any cmap-ftp-tcp
match protocol ftp
match protocol tcp
!
! Associates class-maps with policy-maps to define actions to be applied
policy-map type inspect p1
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class type inspect cmap-udp
inspect pmap-udp

!
class type inspect cmap-ftp-tcp
inspect pmap-tcp

!
! Identifies and defines network zones
zone security z-int
!
zone security z-hi
!
! Sets zone pairs for any policy other than deny all and assign policy-maps to zone-pairs
by defining a service-policy
zone-pair security hi2int source z-hi destination z-int
service-policy type inspect p1
!
! Assigns interfaces to zones
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip vrf forwarding vrf1
ip address 10.1.1.6 255.255.0.0
ip virtual-reassembly
zone-member security z-hi
negotiation auto
redundancy rii 20
redundancy group 2 ip 10.1.1.12 exclusive decrement 50
!
interface GigabitEthernet 0/0/2
ip vrf forwarding vrf1
ip address 192.0.2.5 255.255.255.240
ip virtual-reassembly
zone-member security z-int
negotiation auto
redundancy rii 21
redundancy group 2 ip 192.0.2.10 exclusive decrement 50
!
interface GigabitEthernet 0/0/4
ip address 198.51.100.21 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet 0/0/4
ip address 203.0.113.53 255.255.255.240
!
ip route vrf vrf1 192.0.2.0 255.255.255.240 GigabitEthernet0/0/2 10.1.1.4
ip route vrf vrf1 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet0/0/1 10.1.0.4
!

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関す

る追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands A to C』

•『Security Command Reference: Commands D to L』

•『Security Command Reference: Commands M to R』

•『Security Command Reference: Commands S to Z』

セキュリティコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関す

る機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 10：ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗

長性機能を使用すれば、デバイスのペアを互

いのバックアップとして機能するように設定

することができます。

次のコマンドが導入または変更されました。

applicationredundancy、
authentication,control、data、
debugredundancyapplicationgroupconfig、
debugredundancyapplicationgroupfaults、
debugredundancyapplicationgroupmedia、
debugredundancyapplicationgroupprotocol、
debugredundancyapplicationgrouprii、
debugredundancyapplicationgrouptransport、
debugredundancyapplicationgroupvp、group、
name、preempt、priority、protocol、
redundancyrii、redundancygroup、track、
timersdelay、timershellotime、
showredundancyapplicationgroup、
showredundancyapplicationtransport、
showredundancyapplicationcontrol-interface、
showredundancyapplicationfaults、
showredundancyapplicationprotocol、
showredundancyapplicationif-mgr、
showredundancyapplicationdata-interface。

Cisco IOSXEリリース
3.1(S)

ファイアウォールステー

トフルシャーシ間冗長性

Cisco IOSXEリリース 3.14Sでは、ゾーンベー
スファイアウォールが VRF対応シャーシ間
冗長性をサポートします。アクティブデバイ

スとスタンバイデバイスの VPNルーティン
グおよび転送（VRF）名は同じにする必要が
あります。アクティブデバイスとスタンバイ

デバイスの両方で同じVRF設定を使用できる
必要があります。

Cisco IOSXEリリース
3.14S

ゾーンベースファイア

ウォールでのVRF対応ス
テートフルシャーシ間冗

長性
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第 9 章

IPv6 ゾーンベースファイアウォールのボッ
クスツーボックスハイアベイラビリティサ

ポート

IPv6ゾーンベースファイアウォールのボックスツーボックスハイアベイラビリティサポート機
能では、IPv6ファイアウォールの冗長グループ（RG）に基づいてハイアベイラビリティ（HA）
がサポートされています。この機能により、相互にバックアップとして動作するデバイスのペア

を設定できます。この機能を設定し、複数のフェールオーバー条件に基づいてアクティブデバ

イスを判断できます。この機能は、IPv6パケットインスペクションの FTP66アプリケーション
レイヤゲートウェイ（ALG）をサポートしています。

このモジュールでは、ボックスツーボックス（B2B）HAサポートに関する情報を提供し、この
機能を設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 156 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールに対するボックスツーボックスハイアベイラビリティ
サポートに関する前提条件, 156 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールに対するボックスツーボックスハイアベイラビリティ
サポートに関する制約事項, 157 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールに対するボックスツーボックスハイアベイラビリティ
サポートに関する情報, 157 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールに対するボックスツーボックスハイアベイラビリティ
サポートの設定方法, 164 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールに対するボックスツーボックスハイアベイラビリティ
サポートの設定例, 181 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールに対するボックスツーボックスハイアベイラビリティ
サポートに関する追加情報, 183 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールのボックスツーボックスハイアベイラビリティサポー
トの機能情報, 184 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

IPv6 ゾーンベースファイアウォールに対するボックス
ツーボックスハイアベイラビリティサポートに関する

前提条件
•ファイアウォールにアタッチされたインターフェイスは、冗長インターフェイス識別子（RII）
を同じにする必要があります。

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスは、ゾーンベースポリシーファイアウォール設
定を同じにする必要があります。

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスは、同じバージョンのシスコソフトウェア上で
動作する必要があります。アクティブデバイスとスタンバイデバイスは、スイッチ経由で

接続する必要があります。

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスの両方のボックスツーボックス（B2B）設定は同
じにする必要があります。これは、これらのデバイス間の設定の自動同期機能がないためで

す。

•非対称ルーティングトラフィックを通過させるためには、class-defaultクラスの通過アクショ
ンを設定する必要があります。class-defaultクラスは、ポリシー内のユーザ定義クラスのどれ
とも一致しないすべてのパケットを表すシステム定義のクラスマップです。

• 2つの LANインターフェイス間でゾーンペアを設定する場合は、両方のインターフェイス
上で同じ冗長グループ（RG）が設定されていることを確認します。ゾーンペア設定は、LAN
インターフェイスが別の RGに属している場合はサポートされません。
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IPv6 ゾーンベースファイアウォールに対するボックス
ツーボックスハイアベイラビリティサポートに関する

制約事項
•ボックスツーボックス（B2B）リンク間インターフェイスでは、IPv4のみがサポートされま
す。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）と Virtual Routing and Forwarding（VRF）は
サポートされません。

•シャーシ内のデュアルエンベデッドサービスプロセッサ（ESP）またはデュアルルートプ
ロセッサ（RP）を搭載したCisco ASR 1006および 1013アグリゲーションサービスルータは
サポートされません。これは、ボックス間ハイアベイラビリティ（HA）とボックス内 HA
の共存がサポートされないためです。

シャーシ内のシングル ESPとシングル RPを搭載した Cisco ASR 1006および Cisco ASR 1013
アグリゲーションサービスルータは、シャーシ間冗長性をサポートします。

•デュアル IOSデーモン（IOSd）が設定されている場合、デバイスはファイアウォールステー
トフルシャーシ間冗長性の設定をサポートしません。

• IPv6ファイアウォールを使用したステートレスネットワークアドレス変換 64（NAT64）は
サポートされません。

IPv6 ゾーンベースファイアウォールに対するボックス
ツーボックスハイアベイラビリティサポートに関する

情報

ゾーンベースポリシーファイアウォールハイアベイラビリティの概

要

ハイアベイラビリティは、ネットワークのどの場所でも起こり得る障害からの迅速な回復を可能

にすることで、ネットワーク全体の保護を実現します。ハイアベイラビリティは、ユーザアプリ

ケーションやネットワークアプリケーションの中断からの迅速な回復を可能にします。

ゾーンベースポリシーファイアウォールは、アクティブ/アクティブおよびアクティブ/スタンバ
イハイアベイラビリティフェールオーバーと非対称ルーティングをサポートします。

アクティブ/アクティブフェールオーバーは、フェールオーバーに関与している両方のデバイスが
同時にトラフィックを転送できるようにします。
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アクティブ/スタンバイハイアベイラビリティフェールオーバーが設定されている場合は、一度
にフェールオーバーに関与している一方のデバイスだけがトラフィックを処理し、もう一方のデ

バイスはスタンバイモードに入って定期的にアクティブデバイスからセッション情報を同期しま

す。

非対称ルーティングは、パケット処理のためのスタンバイ冗長グループからアクティブ冗長グルー

プへのパケットの転送をサポートします。この機能が有効になっていない場合は、初期同期（SYN）
メッセージを受信しなかったデバイスに転送されたリターン TCPパケットがドロップされます。
これは、パケットが既知のセッションに属していないためです。

ボックスツーボックスハイアベイラビリティの動作

相互にホットスタンバイとして動作するようにデバイスのペアを設定できます。冗長性はイン

ターフェイスごとに設定します。冗長インターフェイスのペアは、冗長グループ（RG）と呼ばれ
ます。図 1は、アクティブ/アクティブフェールオーバーシナリオを示しています。2つの発信イ
ンターフェイスを持つデバイスのペアに対して 2つの冗長グループがどのように設定されている
かを示します。

図 13：冗長グループの設定：2 つの発信インターフェイス

冗長デバイスは、設定可能なコントロールリンク、データ同期リンク、およびインターリンクイ

ンターフェイスによって結合されます。コントロールリンクは、デバイスのステータスを通信す

るために使用されます。データ同期リンクは、ファイアウォールからステートフル情報を転送し、
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ステートフルデータベースを同期するために使用されます。冗長インターフェイスのペアは、同

じ固有 ID番号（冗長インターフェイス識別子（RII）と呼ばれます）を使用して設定されます。
ルーティングテーブルは、アクティブからスタンバイには同期されません。

非対称ルーティングは、ファイアウォール HAの一部としてサポートされています。リターント
ラフィックがスタンバイデバイスに入るLAN-WANシナリオでは、非対称ルーティングがサポー
トされます。非対称ルーティングの機能を実装するには、非対称トラフィックの専用インターフェ

イス（インターリンクインターフェイス）で両方の冗長デバイスを設定します。この専用イン

ターフェイスは、スタンバイWANインターフェイスに着信するトラフィックを、アクティブデ
バイスにリダイレクトします。

冗長グループメンバーのステータスは、コントロールリンクで送信される helloメッセージを使
用することで判断できます。いずれかのデバイスが、設定された時間内にhelloメッセージに応答
しない場合、ソフトウェアは障害が発生したと見なし、スイッチオーバーが開始されます。ミリ

秒単位でエラーを検出するには、フェールオーバープロトコルをコントロールリンクで実行しま

す。helloメッセージについて次のパラメータを設定できます。

• Active timer。

• Standby timer。

• Hello time：helloメッセージが送信される間隔。

• Hold time：アクティブデバイスまたはスタンバイデバイスがダウンしていると宣言される
までの時間。

Hello timeのデフォルトは、Hot Standby Router Protocol（HSRP）に合わせるために 3秒です。Hold
timeのデフォルトは 10秒です。また、timers hellotime msecコマンドを使用して、これらのタイ
マーをミリ秒単位で設定することもできます。

スイッチオーバーの影響を受けるインターフェイスのペアを判断するには、冗長インターフェイ

スの各ペアに対して固有の IDを設定する必要があります。この IDは、インターフェイスに関連
付けられている RIIです。

スイッチオーバーの原因

スイッチオーバーが発生する別の要因として、各デバイスで設定可能な優先度設定があります。

優先度が最も高いデバイスがアクティブデバイスになります。アクティブデバイスまたはスタン

バイデバイスで障害が発生した場合、重みと呼ばれる設定可能な数値分、ルータの優先度が下が

ります。アクティブデバイスの優先度が、スタンバイデバイスの優先度を下回る場合、スイッチ

オーバーが発生し、スタンバイデバイスがアクティブデバイスになります。このデフォルトの動

作を無効にするには、冗長グループの preemption属性を無効にします。また、インターフェイス
のレイヤ 1状態がダウンになった場合、各インターフェイスを設定して優先度を下げます。設定
された優先度が、冗長グループのデフォルトの優先度を上書きします。

冗長グループの優先度が変更されるエラーイベントごとに、タイムスタンプ、影響を受けた冗長

グループ、変更前の優先度、変更後の優先度、およびエラーイベントの原因の説明を含む syslog
エントリが生成されます。

スイッチオーバーが発生する原因となるもう 1つの状況は、デバイスまたはインターフェイスの
優先度が、設定可能なしきい値レベルを下回る場合です。
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スタンバイデバイスへのスイッチオーバーは次の条件で発生します。

•アクティブデバイスで停電またはリロードが発生した場合（クラッシュも含まれます）。

•アクティブデバイスのランタイム優先度が、スタンバイデバイスの優先度を下回った場合。

•アクティブデバイスのランタイム優先度が、設定したしきい値レベルを下回った場合。

•アクティブデバイスの冗長グループを手動でリロードするには、redundancy application
reload grouprg-numberコマンドを使用します。

•任意のモニタ対象インターフェイスで 2つの連続する helloメッセージに失敗した場合、イ
ンターフェイスは強制的にテストモードになります。いずれのデバイスもインターフェイス

上のリンクステータスを確認してから、次のテストを実行します。

•ネットワークアクティビティテスト

• Address Resolution Protocol（ARP）テスト

•ブロードキャスト pingテスト

アクティブ/アクティブフェールオーバー
アクティブ/アクティブフェールオーバー構成では、両方のデバイスがネットワークトラフィッ
クを渡すことができます。アクティブ/アクティブフェールオーバーでは、各冗長グループ（RG）
のインターフェイスの仮想MAC（VMAC）アドレスが生成されます。

アクティブ/アクティブフェールオーバーペアの 1つのデバイスがプライマリ（アクティブ）デ
バイスとして指定され、もう 1つのデバイスがセカンダリ（スタンバイ）デバイスとして指定さ
れます。アクティブ/スタンバイフェールオーバーの場合とは異なり、両方のデバイスが同時に起
動された場合、この指定ではどちらのデバイスがアクティブになるかは指示しません。代わりに、

プライマリまたはセカンダリの指定によって次の点が決定します。

•デバイスが同時に起動したときに、実行コンフィギュレーションをフェールオーバーペアに
提供するデバイス。

•デバイスが同時に起動したときに、フェールオーバー RGがアクティブ状態のデバイス。こ
のコンフィギュレーションの各フェールオーバーRGは、プライマリまたはセカンダリデバ
イスプリファレンスで設定されます。1つのデバイスで両方のフェールオーバー RGがアク
ティブ状態であり、スタンバイフェールオーバーRGがもう一方のデバイスにあるように設
定できます。また、1つのフェールオーバー RGをアクティブ状態にし、もう 1つの RGを
1つのデバイスでスタンバイ状態に設定することもできます。

Active/Standby フェールオーバー
アクティブ/スタンバイフェールオーバーでは、スタンバイデバイスを使用して、障害が発生し
たデバイスの機能を引き継ぐことができます。障害が発生したアクティブデバイスはスタンバイ

状態になり、スタンバイデバイスがアクティブ状態になります。アクティブ状態になったデバイ
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スは、障害が発生したデバイスの IPアドレスとMACアドレスを引き継いで、トラフィックの処
理を開始します。スタンバイ状態になったデバイスは、スタンバイ IPアドレスとMACアドレス
を引き継ぎます。ネットワークデバイスはMAC to IPアドレスペアでの変更を認識しないため、
ネットワーク上のいずれの場所でもAddressResolutionProtocol（ARP）エントリが変更されたり、
タイムアウトが生じたりすることはありません。

アクティブ/スタンバイシナリオでは、フェールオーバーペアの2つのデバイス間の主な違いは、
どのデバイスがアクティブで、どのデバイスがスタンバイであるか、つまり、どの IPアドレスを
使用し、どのデバイスがアクティブにトラフィックを渡すかということに関連します。両方のデ

バイスが同時にスタートアップした場合（さらに動作ヘルスが等しい場合）、アクティブデバイ

スは常にアクティブデバイスになります。アクティブデバイスのMACアドレスは常に、アク
ティブ IPアドレスと組み合わせられます。

NAT ボックスツーボックス高可用性 LAN/LAN トポロジ
LAN/LANトポロジに参加するすべてのデバイスは、内部と外部の両方で LANインターフェイス
を介して相互接続されます。次の図に、NATボックスツーボックス LAN/LANトポロジを示しま
す。ネットワークアドレス変換（NAT）はアクティブ/スタンバイモードで行われ、ピアは 1つ
の冗長グループ（RG）にまとめられます。すべてのトラフィックまたはトラフィックのサブセッ
トに NAT変換が適用されます。
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フェールオーバーは、RGインフラストラクチャでリッスンする障害によってのみ発生します。（注）

図 14： NAT ボックスツーボックス高可用性 LAN/LAN トポロジ

WAN-LAN トポロジ
WAN-LANトポロジでは、2つのデバイスが内部の LANインターフェイスと外部のWANイン
ターフェイスを介して接続されます。WANリンク経由で受信されるリターントラフィックのルー
ティングは制御できません。

WANリンクは、同じサービスプロバイダーまたは別のサービスプロバイダーから提供できます。
ほとんどの場合、WANリンクは別のサービスプロバイダーから提供されます。WANリンクを最
大限に活用するには、フェールオーバーを提供するように外部デバイスを設定します。

LANベースのインターフェイスでは、クライアント情報の交換とフェールオーバーの高速化のた
めに、ハイアベイラビリティ仮想 IPアドレスが必要です。WANベースのインターフェイスで
は、フェールオーバーに redundancy group id ip virtual-ip decrement valueコマンドが使用されま
す。
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排他的仮想 IP アドレスと排他的仮想 MAC アドレス
仮想 IP（VIP）アドレスと仮想MAC（VMAC）アドレスは、セキュリティアプリケーションが、
トラフィックを受信するインターフェイスを制御するために使用します。インターフェイスは別

のインターフェイスとペアにされ、これらのインターフェイスは同じ冗長グループ（RG）に関連
付けられます。アクティブな RGに関連付けられているインターフェイスは、VIPアドレスと
VMACを排他的に所有します。アクティブデバイスの Address Resolution Protocol（ARP）プロセ
スによって、VIPへの ARP要求に対する ARP応答が送信されます。また、インターフェイスの
イーサネットコントローラは、VMAC宛てのパケットを受信するようにプログラミングされま
す。RGのフェールオーバーが発生すると、VIPとVMACの所有権は変化します。新しくアクティ
ブになった RGに関連付けられたインターフェイスは、gratuitous ARPを送信し、インターフェイ
スのイーサネットコントローラをプログラミングして、VMAC宛てのパケットを受け入れます。

IPv6 のサポート

各冗長グループ（RG）を、同じ冗長インターフェイス識別子（RII）で IPv4と IPv6の両方の仮想
IP（VIP）アドレスのトラフィックインターフェイスに割り当てることができます。各 RGは RII
ごとに一意の仮想MAC（VMAC）アドレスを使用します。RGでは、IPv6リンクローカルVIPと
グローバル VIPがインターフェイス上に共存します。

トラフィックインターフェイス上の各 RGに対して IPv4 VIP、リンクローカル IPv6 VIP、および/
またはグローバル IPv6 VIPを設定できます。IPv6リンクローカル VIPは、スタティックルート
またはデフォルトルートを設定する場合に主に使用されます。IPv6グローバル VIPは、LANト
ポロジとWANトポロジの両方で広く使用されています。

IPv4 VIPを設定する前に、物理 IPアドレスを設定する必要があります。

FTP66 ALG サポートの概要
ファイアウォールでは、IPv6パケットとステートフルネットワークアドレス変換 64（NAT64）
のインスペクションをサポートしています。FTPを IPv6パケットインスペクションに基づいて機
能させるには、アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）（別名アプリケーションレベルゲート
ウェイ（ALG））FTP66が必要です。FTP66 ALGは、オールインワン FTP ALGおよびワン FTP
ALGとも呼ばれています。

FTP66 ALGでは、次の機能をサポートしています。

•ファイアウォール IPv4パケットインスペクション

•ファイアウォール IPv6パケットインスペクション

• NATの設定

• NAT64の設定（FTP64サポートを使用）

• NATとファイアウォールの設定

• NAT64とファイアウォールの設定
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FTP66 ALGには、次のセキュリティ上の脆弱性があります。

•パケットセグメンテーション攻撃：FTPALGステートマシンではセグメント化されたパケッ
トを検出できます。完全なパケットを受信するまで、ステートマシンの処理は停止します。

•バウンス攻撃：FTP ALGは、番号が 1024未満のデータポートでドア（NATの場合）やピン
ホール（ファイアウォールの場合）を作成しません。バウンス攻撃の防止がアクティブにな

るのは、ファイアウォールが有効にされている場合のみです。

IPv6 ゾーンベースファイアウォールに対するボックス
ツーボックスハイアベイラビリティサポートの設定方

法

冗長グループプロトコルの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 冗長性
4. applicationredundancy
5. protocolid
6. namegroup-name
7. timershellotime{seconds |msec milliseconds}holdtime {seconds |msec milliseconds}
8. authentication {textstring |md5key-string [0 | 7] key-string timeout seconds | key-chainkey-chain-name}
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

冗長アプリケーションコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 4   

コントロールインターフェイスに接続されるプロト

コルインスタンスを指定し、冗長アプリケーション

protocolid

例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 5   

プロトコルコンフィギュレーションモードを開始

します。

（任意）名前を使用して冗長グループ（RG）を設定
します。

namegroup-name

例：
Device(config-red-app-prtcl)# name prot1

ステップ 6   

helloメッセージが送信される間隔と、デバイスがダ
ウン状態と宣言されるまでの時間を指定します。

timershellotime{seconds |msec
milliseconds}holdtime {seconds |msec
milliseconds}

ステップ 7   

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 9

認証情報を指定します。authentication {textstring |md5key-string [0 |
7] key-string timeout seconds |
key-chainkey-chain-name}

ステップ 8   

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1 timeout
100

冗長アプリケーションプロトコルコンフィギュレー

ションモードを終了し、特権EXECモードを開始し
ます。

end

例：
Device(config-red-app-prtcl)# end

ステップ 9   
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冗長アプリケーショングループの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 冗長性
4. applicationredundancy
5. groupid
6. name group-name
7. シャットダウン
8. priority value [failover threshold value]
9. preempt
10. trackobject-number{decrement value | shutdown}
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

冗長アプリケーションコンフィギュレーションモード

を開始します。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

groupid

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

166

IPv6 ゾーンベースファイアウォールのボックスツーボックスハイアベイラビリティサポート
冗長アプリケーショングループの設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）プロトコルインスタンスに任意のエイリアス

を指定します。

name group-name

例：
Device(config-red-app-grp)# name group1

ステップ 6   

（任意）冗長グループを手動でシャットダウンします。シャットダウン

例：
Device(config-red-app-grp)# shutdown

ステップ 7   

（任意）冗長グループの初期優先度とフェールオーバー

しきい値を指定します。

priority value [failover threshold value]

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 8   

グループでのプリエンプションをイネーブルにし、優

先度とは無関係にスタンバイデバイスがアクティブデ

バイスをプリエンプション処理できるようにします。

preempt

例：
Device(config-red-app-grp)# preempt

ステップ 9   

冗長グループの優先度を指定します。この値は、イベ

ントが発生した場合に減らされます。

trackobject-number{decrement value |
shutdown}

例：
Device(config-red-app-grp)# track 200
decrement 200

ステップ 10   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了して特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   
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コントロールインターフェイスおよびデータインターフェイスの設

定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 冗長性
4. applicationredundancy
5. groupid
6. datainterface-typeinterface-number
7. controlinterface-typeinterface-numberprotocolid
8. timersdelayseconds [reloadseconds]
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

冗長アプリケーションコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 4   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

groupid

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

冗長グループに使用されるデータインターフェイス

を指定します。

datainterface-typeinterface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/0

ステップ 6   

冗長グループに使用されるコントロールインターフェ

イスを指定します。

controlinterface-typeinterface-numberprotocolid

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/2 protocol 1

ステップ 7   

•このインターフェイスは、コントロールインター
フェイスプロトコルのインスタンスにも関連付

けられます。

障害の発生後、またはシステムのリロード後に起動す

るロールのネゴシエートを遅らせるために、冗長グ

ループが待機する時間を指定します。

timersdelayseconds [reloadseconds]

例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 8   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了して特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 9   

LAN トラフィックインターフェイスの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interface type number
4. descriptionstring
5. encapsulation dot1qvlan-id
6. ip vrf forwardingname
7. ipv6 address{ipv6-prefix/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}
8. zone-member securityzone-name
9. redundancy riiRII-identifier
10. redundancy groupid {ipvirtual-ip| ipv6 {link-local-address| ipv6-address/prefix-length} | autoconfig}

[exclusive] [decrementvalue]
11. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/0/2

ステップ 3   

（任意）インターフェイス設定に説明を追加します。descriptionstring

例：
Device(config-if)# description lan
interface

ステップ 4   

インターフェイスで使用するカプセル化方式を設定します。encapsulation dot1qvlan-id

例：
Device(config-if)# encapsulation dot1q
18

ステップ 5   

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをイン
ターフェイスまたはサブインターフェイスに関連付けます。

ip vrf forwardingname

例：
Device(config-if)# ip vrf forwarding
trust

ステップ 6   

•指定されたVRFが設定されていない場合、コマンドは
設定されません。

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アドレスを
設定し、インターフェイスにおける IPv6処理をイネーブル
にします。

ipv6 address{ipv6-prefix/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:1:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFE/64

ステップ 7   

インターフェイスをゾーンメンバーとして設定します。zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone member
security z1

ステップ 8   

• zone-name引数の場合、ファイアウォール設定時に zone
securityコマンドを使って設定したゾーンの1つを設定
する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

•インターフェイスがセキュリティゾーン内にある場
合、そのインターフェイスを通して送受信されるすべ

てのトラフィックはデフォルトでドロップされます（た

だしルータ宛またはルータ発のトラフィックを除く）。

ゾーンメンバーであるインターフェイスをトラフィッ

クが通過できるようにするには、ポリシー適用対象の

ゾーンペアにそのゾーンを含める必要があります。ポ

リシーの inspectまたは passアクションによってトラ
フィックが許可される場合は、そのインターフェイス

を通じてトラフィックが流れます。

冗長グループで保護されたトラフィックインターフェイス

用に RIIを設定します。
redundancy riiRII-identifier

例：
Device(config-if)# redundancy rii 100

ステップ 9   

冗長グループ（RG）トラフィックインターフェイス設定を
イネーブルにします。

redundancy groupid {ipvirtual-ip| ipv6
{link-local-address|
ipv6-address/prefix-length} | autoconfig}
[exclusive] [decrementvalue]

ステップ 10   

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
ipv6
2001:0DB8:1:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFE/64
exclusive decrement 50

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 11   
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WAN トラフィックインターフェイスの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interface type number
4. description string
5. ipv6 address{ipv6-prefix/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}
6. zone-member securityzone-name
7. ip tcp adjust-mssmax-segment-size
8. redundancy riiRII-identifier
9. 冗長性非対称ルーティングの有効化
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/1/0

ステップ 3   

（任意）インターフェイス設定に説明を追加します。description string

例：
Device(config-if)# description wan
interface

ステップ 4   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アドレスを設
定し、インターフェイスにおける IPv6処理をイネーブルにし
ます。

ipv6 address{ipv6-prefix/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:2222::/48

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ファイアウォールを設定する際に、インターフェイスをゾー

ンメンバーとして設定します。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security z2

ステップ 6   

• zone-name引数の場合、zone securityコマンドを使用して
設定したゾーンの 1つを設定する必要があります。

•インターフェイスがセキュリティゾーン内にある場合、
そのインターフェイスを通して送受信されるすべてのト

ラフィックはデフォルトでドロップされます（ただし

ルータ宛またはルータ発のトラフィックを除く）。ゾー

ンメンバーであるインターフェイスをトラフィックが通

過できるようにするには、ポリシー適用対象のゾーンペ

アにそのゾーンを含める必要があります。ポリシーの

inspectまたはpassアクションによってトラフィックが許
可される場合は、そのインターフェイスを通じてトラ

フィックが流れます。

ルータを通過する TCP SYNパケットの最大セグメントサイ
ズ（MSS）の値を調整します。

ip tcp adjust-mssmax-segment-size

例：
Device(config-if)# ip tcp adjust-mss
1360

ステップ 7   

冗長グループで保護されたトラフィックインターフェイス用

に RIIを設定します。
redundancy riiRII-identifier

例：
Device(config-if)# redundancy rii
360

ステップ 8   

冗長グループを、非対称ルーティングに使用されるインター

フェイスに関連付けます。

冗長性非対称ルーティングの有効化

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

ステップ 9   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 10   
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IPv6 ファイアウォールの設定
IPv4ファイアウォールと IPv6ファイアウォールを設定する手順は同じです。 IPv6ファイアウォー
ルを設定するには、IPv6アドレスファミリだけがマッチングされるようにクラスマップを設定す
る必要があります。

match protocolコマンドは IPv4トラフィックと IPv6トラフィックの両方に適用され、IPv4ポリ
シーと IPv6ポリシーのどちらにもこれを含めることができます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. vrf-definitionvrf-name
4. address-family ipv6
5. exit-address-family
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. sessions maximumsessions
9. exit
10. ipv6 unicast-routing
11. ip port-mapappl-name portport-numlistlist-name
12. ipv6 access-listaccess-list-name
13. permit ipv6 any any
14. exit
15. class-map type inspect match-allclass-map-name
16. match access-group nameaccess-group-name
17. match protocolprotocol-name
18. exit
19. policy-map type inspectpolicy-map-name
20. class type inspectclass-map-name
21. inspect[parameter-map-name]
22. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

Virtual Routing and Forwarding（VRF）ルーティングテー
ブルインスタンスを設定し、VRFコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

vrf-definitionvrf-name

例：
Device(config)# vrf-definition VRF1

ステップ 3   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を開始して、標準 IPv6アドレスプレフィックスを伝送す
るセッションを設定します。

address-family ipv6

例：
Device(config-vrf)# address-family
ipv6

ステップ 4   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を終了し、VRFコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

exit-address-family

例：
Device(config-vrf-af)#
exit-address-family

ステップ 5   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、グロー
バルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 6   

ファイアウォールのグローバル検査タイプパラメータ

マップを、検査アクションに関連するしきい値、タイム

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect ipv6-param-map

ステップ 7   

アウト、その他のパラメータに接続できるようにし、パ

ラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

ゾーンペア上に存在可能な最大許容セッション数を設定

します。

sessions maximumsessions

例：
Device(config-profile)# sessions
maximum 10000

ステップ 8   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

IPv6ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにし
ます。

ipv6 unicast-routing

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6アクセスコントロールリスト（ACL）を使用して
ポート/アプリケーション間マッピング（PAM）を確立し
ます。

ip port-mapappl-name
portport-numlistlist-name

例：
Device(config)# ip port-map ftp port
8090 list ipv6-acl

ステップ 11   

IPv6アクセスリストを定義し、IPv6アクセスリストコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

ipv6 access-listaccess-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
ipv6-acl

ステップ 12   

IPv6アクセスリストに許可条件を設定します。permit ipv6 any any

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
any any

ステップ 13   

IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモードを
終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

exit

例：
Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 14   

アプリケーション固有の検査タイプクラスマップを作成

し、QoSクラスマップコンフィギュレーションモード
を開始します。

class-map type inspect
match-allclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-all ipv6-class

ステップ 15   

指定したACLをベースにクラスマップに対して一致基準
を設定します。

match access-group
nameaccess-group-name

例：
Device(config-cmap)# match
access-group name ipv6-acl

ステップ 16   

指定されたプロトコルに基づき、クラスマップの一致基

準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
tcp

ステップ 17   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを終
了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 18   
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目的コマンドまたはアクション

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを開
始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ipv6-policy

ステップ 19   

アクションの実行対象となるトラフィッククラスを指定

し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect ipv6-class

ステップ 20   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブルに

します。

inspect[parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
ipv6-param-map

ステップ 21   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 22   

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

177

IPv6 ゾーンベースファイアウォールのボックスツーボックスハイアベイラビリティサポート
IPv6 ファイアウォールの設定



ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone securityzone-name
4. exit
5. zone securityzone-name
6. exit
7. zone-pair securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]
8. service-policy type inspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetype number
11. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
12. encapsulation dot1qvlan-id
13. zone-member securityzone-name
14. end
15. show policy-map type inspect zone-pair sessions

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security z1

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security z2

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ゾーンペアを作成し、セキュリティ

ゾーンペアコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone-pair
securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]

例：
Device(config)# zone-pair security in-2-out source z1
destination z2

ステップ 7   

ポリシーマップをトップレベルポリ

シーに関連付けます。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
ipv6-policy

ステップ 8   

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、グローバ

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

ルコンフィギュレーションモードを開

始します。

サブインターフェイスを設定し、サブイ

ンターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0.1

ステッ

プ 10   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づ
いて IPv6アドレスを設定し、インター

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64

ステッ

プ 11   
フェイスまたはサブインターフェイスに

おけるIPv6処理をイネーブルにします。

インターフェイスで使用するカプセル化

方式を設定します。

encapsulation dot1qvlan-id

例：
Device(config-subif)# encapsulation dot1q 2

ステッ

プ 12   

インターフェイスをゾーンメンバーと

して設定します。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-subif)# zone member security z1

ステッ

プ 13   

• Zone-name引数に関して、zone
securityコマンドを使用して設定し
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目的コマンドまたはアクション

たゾーンのいずれかを設定する必

要があります。

•インターフェイスがセキュリティ
ゾーンにある場合、そのインター

フェイスを通るトラフィックはど

ちらの方向でもすべて（デバイス

宛またはデバイス発のトラフィッ

クを除く）はデフォルトでドロッ

プされます。トラフィックがゾー

ンメンバーであるインターフェイ

スを通過するには、そのゾーンを

ポリシーの適用先のゾーンペアの

一部にする必要があります。ポリ

シーの inspectまたは passアクショ
ンによってトラフィックが許可さ

れる場合は、そのインターフェイ

スを通じてトラフィックが流れま

す。

サブインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了して、特権 EXEC
モードを開始します。

end

例：
Device(config-subif)# end

ステッ

プ 14   

ポリシーマップは指定されたゾーンペ

アに適用されるので、作成されたステー

show policy-map type inspect zone-pair sessions

例：
Device# show policy-map type inspect zone-pair sessions

ステッ

プ 15   
トフルパケットインスペクションセッ

ションを表示します。

•このコマンドの出力は、IPv4と
IPv6の両方のファイアウォール
セッションを表示します。

例

次に示す show policy-map type inspect zone-pair sessionsコマンドの出力例は、IPv6アドレスから
IPpv4アドレスへ（またはその逆）のパケット変換を表示します。
Device# show policy-map type inspect zone-pair sessions

Zone-pair: in-to-out
Service-policy inspect : in-to-out

Class-map: ipv6-class (match-any)
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Match: protocol ftp
Match: protocol tcp
Match: protocol udp
Inspect
Established Sessions
Session 110D930C [2001:DB8:1::103]:32847=>(209.165.201.2:21) ftp SIS_OPEN
Created 00:00:00, Last heard 00:00:00
Bytes sent (initiator:responder) [37:84]

Half-open Sessions
Session 110D930C [2001:DB8:1::104]:32848=>(209.165.201.2:21) ftp SIS_OPENING
Created 00:00:00, Last heard 00:00:00
Bytes sent (initiator:responder) [0:0]

次に示す show policy-map type inspect zone-pair sessionsコマンドの出力例は、IPv6アドレスから
IPpv6アドレスへのパケット変換を表示します。
Device# show policy-map type inspect zone-pair sessions

Zone-pair: in-to-out
Service-policy inspect : in-to-out

Class-map: ipv6-class (match-any)
Match: protocol ftp
Match: protocol tcp
Match: protocol udp
Inspect
Established Sessions
Session 110D930C [2001:DB8:1::103]:63=>[2001:DB8:2::102]:63 udp SIS_OPEN
Created 00:00:02, Last heard 00:00:01
Bytes sent (initiator:responder) [162:0]

IPv6 ゾーンベースファイアウォールに対するボックス
ツーボックスハイアベイラビリティサポートの設定例

例：冗長グループプロトコルの設定

次に、hello timeメッセージと hold timeメッセージ用のタイマーが設定されている冗長グループを
設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 3 holdtime 9
Device(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 timeout 100
Device(config-red-app-prtcl)# bfd
Device(config-red-app-prtcl)# end

例：冗長アプリケーショングループの設定

次に、優先順位属性とプリエンプション属性のある group1という名前の冗長グループを設定する
例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
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Device(config-red-app-grp)# name group1
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover-threshold 50
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# track 200 decrement 200
Device(config-red-app-grp)# end

例：コントロールインターフェイスとデータインターフェイスの設

定
Device# configure terminal
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app-grp)# group 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/0
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 0/0/2 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Device(config-red-app-grp)# end

例：LAN トラフィックインターフェイスの設定
Device# configure terminal
Device(config-if)# interface gigabitethernet 2/0/2
Device(config-if)# description lan interface
Device(config-if)# encapsulation dot1q 18
Device(config-if)# ip vrf forwarding trust
Device(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:1:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFE/64
Device(config-if)# zone member security z1
Device(config-if)# redundancy rii 100
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6 2001:0DB8:1:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFE exclusive
decrement 50
Device(config-if)# end

例：WAN トラフィックインターフェイスの設定
次に、WAN-LANシナリオ用の冗長グループを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config-if)# interface gigabitethernet 2/1/0
Device(config-if)# description wan interface
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2222::/48
Device(config-if)# zone-member security z2
Device(config-if)# ip tcp adjust-mss 1360
Device(config-if)# redundancy rii 360
Device(config-if)# redundancy asymmetric-routing enable
Device(config-if)# end

例：IPv6 ファイアウォールの設定

Device# configure terminal
Device(config)# vrf-definition VRF1
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect ipv6-param-map
Device(config-profile)# sessions maximum 10000
Device(config-profile)# exit
Device(config)# ipv6 unicast-routing
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Device(config)# ip port-map ftp port 8090 list ipv6-acl
Device(config)# ipv6 access-list ipv6-acl
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Device(config-ipv6-acl)# exit
Device(config)# class-map type inspect match-all ipv6-class
Device(config-cmap)# match access-group name ipv6-acl
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ipv6-policy
Device(config-pmap)# class type inspect ipv6-class
Device(config-pmap-c)# inspect ipv6-param-map
Device(config-pmap-c)# end

例：ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用
Device# configure terminal
Device(config)# zone security z1
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z2
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security in-to-out source z1 destination z2
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect ipv6-policy
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0.1
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64
Device(config-if)# encapsulation dot1q 2
Device(config-if)# zone member security z1
Device(config-if)# end

IPv6 ゾーンベースファイアウォールに対するボックス
ツーボックスハイアベイラビリティサポートに関する

追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

IPv6 ゾーンベースファイアウォールのボックスツーボッ
クスハイアベイラビリティサポートの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 11：IPv6 ゾーンベースファイアウォールのボックスツーボックスハイアベイラビリティサポートの機能
情報

機能情報リリース機能名

IPv6ゾーンベースファイアウォールのボック
スツーボックスハイアベイラビリティサポー

ト機能では、IPv6ファイアウォールの冗長グ
ループ（RG）に基づいてハイアベイラビリ
ティ（HA）がサポートされています。この機
能により、相互にバックアップとして動作する

デバイスのペアを設定できます。この機能を設

定し、複数のフェールオーバー条件に基づいて

アクティブデバイスを判断できます。

追加または変更されたコマンドはありません。

Cisco IOS XE
Release 3.8S

IPv6ゾーンベースファイア
ウォールのボックスツーボッ

クスハイアベイラビリティ

サポート
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機能情報リリース機能名

Cisco IOS XEリリース 3.10Sでは、Cisco ISR
4400シリーズルータのサポートが追加されま
した。

Cisco IOS XE
Release 3.8S

IPv6ゾーンベースのファイア
ウォールのボックスツーボッ

クスハイアベイラビリティ

サポート
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第 10 章

ゾーンベースファイアウォールと NAT に対
するシャーシ間非対称ルーティングサポー

ト

ゾーンベースファイアウォールおよび NATのシャーシ間非対称ルーティングサポート機能で
は、スタンバイ冗長グループからアクティブ冗長グループへのパケット処理のためのパケット転

送がサポートされています。この機能が有効になっていない場合は、初期同期（SYN）メッセー
ジを受信しなかったルータに転送されたリターン TCPパケットがドロップされます。これは、
パケットが既知のセッションに属していないためです。

このモジュールでは、非対称ルーティングの概要とその設定方法について説明します。

• 機能情報の確認, 188 ページ

• ゾーンベースファイアウォールと NATに対するシャーシ間非対称ルーティングサポートに
関する制約事項, 188 ページ

• ゾーンベースファイアウォールと NATに対するシャーシ間非対称ルーティングサポートに
関する情報, 189 ページ

• ゾーンベースファイアウォールと NATに対するシャーシ間非対称ルーティングサポートの
設定方法, 194 ページ

• ゾーンベースファイアウォールと NATに対するシャーシ間非対称ルーティングサポートの
設定例, 204 ページ

• ゾーンベースファイアウォールと NATに対するシャーシ間非対称ルーティングサポートに
関する追加情報, 208 ページ

• ゾーンベースファイアウォールおよび NATのシャーシ間非対称ルーティングサポートの機
能情報, 209 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ゾーンベースファイアウォールと NAT に対するシャーシ
間非対称ルーティングサポートに関する制約事項

次の制約事項が、シャーシ間非対称ルーティングサポート機能に適用されます。

•仮想 IPアドレスと仮想MAC（VMAC）アドレスを使用するLANは、非対称ルーティングを
サポートしません。

• In Service Software Upgrade（ISSU）はサポートされません。

以下の機能は、VRF対応非対称ルーティングサポート機能でサポートされません。

• Cisco Trustsec

•エッジスイッチングサービス

•ヘッダー圧縮

• IPSec

• Policy Based Routing（PBR）

•ポートバンドル

•合法的傍受

•レイヤ 2トンネリングプロトコル（L2TP）

• Locator/ID Separation Protocol（LISP）内部パケットインスペクション

•セキュアシェル（SSL）VPN

•セッションボーダーコントローラ（SBC）
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ゾーンベースファイアウォールと NAT に対するシャーシ
間非対称ルーティングサポートに関する情報

非対称ルーティングの概要

非対称ルーティングは、TCPまたはUDP接続の複数のパケットが、異なるルートを経由して異な
る方向に送信される場合に発生します。非対称ルーティングでは、1つのTCPまたはUDP接続に
属しているパケットは、冗長グループ（RG）の 1つのインターフェイスを介して転送されます
が、同じ RGの別のインターフェイスを介して戻されます。非対称ルーティングでは、パケット
フローは同じ RGに残ります。非対称ルーティングを設定する場合、スタンバイ RGで受信した
パケットは、処理のためにアクティブ RGにリダイレクトされます。非対称ルーティングが設定
されていない場合、スタンバイ RGで受信したパケットはドロップされる可能性があります。

非対称ルーティングは、特定のトラフィックフローのRGを決定します。RGの状態は、パケット
処理の決定において重要です。RGがアクティブの場合は、通常のパケットの処理が実行されま
す。RGがスタンバイ状態で、非対称ルーティングおよび asymmetric-routing always-divert enable
コマンドを設定している場合、パケットはアクティブ RGに転送されます。スタンバイ RGで受
信したパケットをアクティブRGに常に転送するには、asymmetric-routing always-divert enableコ
マンドを使用します。
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次の図は、別の非対称ルーティングインターリンクインターフェイスを使用して、パケットをア

クティブ RGに転送する非対称ルーティングシナリオを示しています。

図 15：非対称ルーティングシナリオ

非対称ルーティングには次のルールが適用されます。

•冗長インターフェイス識別子（RII）とインターフェイス間のマッピングは 1:1です。

•インターフェイスと RG間のマッピングは 1:nです。（1つの非対称ルーティングインター
フェイスは複数の RGとの間でトラフィックを送受信できます。非対称ルーティングイン
ターフェイス以外のインターフェイス（通常のLANインターフェイス）では、インターフェ
イスと RG間のマッピングは 1:1です）

• RGおよびそのRGを使用するアプリケーション間のマッピングは 1:nです。（複数のアプリ
ケーションが同じ RGを使用できます）。

• RGとトラフィックフロー間のマッピングは 1:1です。トラフィックフローは、単一 RGだ
けにマッピングされる必要があります。トラフィックフローが複数のRGにマッピングされ
ると、エラーが発生します。

•非対称ルーティングインターリンクに、すべてのRGインターリンクトラフィックをサポー
トできる十分な帯域幅がある限り、RGと非対称ルーティングインターリンク間のマッピン
グは 1:1または 1:nです。
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非対称ルーティングは、転送されるすべてのトラフィックを処理するインターリンクインター

フェイスで構成されます。非対称ルーティングインターリンクインターフェイスの帯域幅は、転

送が予期されるすべてのトラフィックを処理できるだけの十分な大きさが必要です。IPv4アドレ
スは、非対称ルーティングインターリンクインターフェイスで設定され、非対称ルーティング

インターフェイスの IPアドレスは、このインターフェイスから到達可能である必要があります。

非対称ルーティングインターリンクインターフェイスは、インターリンクトラフィックのみ

に使用し、ハイアベイラビリティ制御インターフェイスまたはデータインターフェイスと共

有しないことを推奨します。これは、非対称ルーティングインターリンクインターフェイス

上のトラフィック量が非常に高くなる可能性があるためです。

（注）

ファイアウォールでの非対称ルーティングサポート

ボックス内非対称ルーティングのサポートのために、ファイアウォールは、InternetControlMessage
Protocol（ICMP）、TCP、および UDPパケットのステートフルレイヤ 3およびレイヤ 4インスペ
クションを行います。ファイアウォールは、パケットのウィンドウサイズと順序を確認して、TCP
パケットのステートフルインスペクションを実行します。ファイアウォールでは、ステートフル

インスペクションのためにトラフィックの双方向からのステート情報も必要です。ファイアウォー

ルは ICMP情報フローの限定的なインスペクションを行います。ICMPエコー要求および応答に関
連付けられているシーケンス番号が確認されます。ファイアウォールでスタンバイ冗長グループ

（RG）とパケットフローの同期が行われるのは、そのパケットに対してセッションが確立された
後です。確立されるセッションは、TCP、UDPの2番目のパケット、および ICMPの情報メッセー
ジに対するスリーウェイハンドシェイクです。すべての ICMPフローはアクティブ RGに送信さ
れます。

ファイアウォールにより、ICMP、TCP、および UDPプロトコルに属さないパケットについて、
ポリシーのステートレス検証が行われます。

ファイアウォールは、双方向トラフィックを使用して、パケットフローがエージングアウトする

時期を決定し、すべての検査対象パケットフローをアクティブ RGに転送します。パスポリシー
を持つパケットフローと、ポリシーなしまたはドロップポリシーと同じゾーンが含まれるパケッ

トフローは転送されません。

スタンバイRGで受信したパケットをアクティブRGへ転送するasymmetric-routingalways-divert
enableコマンドは、ファイアウォールではサポートされていません。デフォルトでは、ファイ
アウォールはすべてのパケットフローをアクティブ RGに強制的に転送します。

（注）

NAT での非対称ルーティング
デフォルトでは、非対称ルーティングが設定されている場合、ネットワークアドレス変換（NAT）
は非 ALGパケットをアクティブ RGに転送するのではなく、スタンバイ RGで処理します。NAT
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のみの設定（ファイアウォールが設定されていない場合）では、パケットの処理にアクティブRG
およびスタンバイ RGの両方を使用できます。NATのみの設定を使用しており、非同期ルーティ
ングを設定している場合、デフォルトの非同期ルーティングルールは、NATがスタンバイ RGで
パケットを選択的に処理するというルールです。スタンバイ RGで受信したパケットをアクティ
ブ RGへ転送するように asymmetric-routing always-divert enableコマンドを設定できます。ある
いは、NATと共にファイアウォールを設定している場合は、デフォルトの非同期ルーティング
ルールではパケットが常にアクティブ RGに転送されます。

NATがスタンバイ RGでパケットを受信したときに、パケットの転送が設定されていない場合、
NATは検索を実行してそのパケットのセッションが存在するかどうかを確認します。セッション
が存在しており、そのセッションに関連付けられた ALGがない場合、NATはスタンバイ RGで
パケットを処理します。セッションが存在している場合にスタンバイ RGでパケットを処理する
と、NATトラフィックの帯域幅が大幅に増加します。

NATではペイロードの特定と変換、および子フローの作成に ALGが使用されます。ALGが適切
に機能するには、双方向トラフィックが必要です。NATは、ALGに関連付けられているすべての
パケットフローのトラフィックをアクティブRGに転送する必要があります。このため、セッショ
ンに関連付けられているALGデータがスタンバイRGで検出されたかどうかを確認します。ALG
データが存在している場合、非対称ルーティングのためにパケットが転送されます。

VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）サポートが Cisco IOS XEリリース 3.16S
で追加されました。マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）非対称ルーティングもサポー
トされています。

Cisco IOSXEリリース 3.16Sでは、NATはALG、キャリアグレードNAT（CGN）、およびVirtual
Routing and Forwarding（VRF）インスタンスによる非対称ルーティングをサポートしています。
ALG、CGN、またはVRFによる非対称ルーティングを有効にするために設定を変更する必要はあ
りません。詳細については、「例：VRFによる非対称ルーティングの設定」を参照してください。

WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング
非対称ルーティングではWAN-LANトポロジだけがサポートされています。WAN-LANトポロジ
では、デバイスが内部の LANインターフェイスおよび外部のWANインターフェイスを介して接
続されます。WANリンク経由で受信されるリターントラフィックのルーティングは制御できま
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せん。非対称ルーティングは、WAN-LANトポロジのWANリンク経由で受信したリターントラ
フィックのルーティングを制御します。次に、WAN-LANトポロジを示します。

図 16：WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング

ゾーンベースファイアウォールでの VRF 対応非対称ルーティング
Cisco IOS XEリリース 3.14Sでは、ゾーンベースファイアウォールで、VRF対応シャーシ間非対
称ルーティング機能がサポートされます。この機能は、マルチプロトコルラベルスイッチング

（MPLS）をサポートします。

非対称ルーティング転送中に、VPNルーティングおよび転送（VRF）名ハッシュ値が転送パケッ
トとともに送信されます。VRF名ハッシュ値は、転送後にアクティブデバイス上でローカルVRF
IDとテーブル IDに変換されます。

転送パケットが、ネットワークアドレス変換（NAT）とゾーンベースファイアウォールが設定さ
れたアクティブデバイスに到着すると、ファイアウォールが NATまたは NAT64から VRF IDを
取得して、それをファイアウォールセッションキーに保存します。

ここでは、ゾーンベースファイアウォールのみがデバイスに設定されている場合の非対称ルー

ティングパケットフローについて説明します。

•デバイスにMPLSが設定されている場合は、転送パケットの VRF ID処理が非対称ルーティ
ング転送パケットの処理と同じになります。MPLSパケットは、スタンバイデバイスでMPLS
ラベルが削除される場合でも、アクティブデバイスに転送されます。ゾーンベースファイ

アウォールは、出力インターフェイスでパケットを検査し、このインターフェイスでMPLS
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が検出された場合は、出力 VRF IDを 0に設定します。入力インターフェイスでMPLSが設
定されている場合は、ファイアウォールが入力 VRF IDを 0に設定します。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）パケットがスタンバイデバイスからアク
ティブデバイスに転送されるときに、非対称ルーティング転送が実行される前にMPLSラベ
ルが削除されます。

•デバイスでMPLSが設定されていない場合は、IPパケットがアクティブデバイスに転送さ
れ、VRF IDが設定されます。ファイアウォールは、出力インターフェイスでパケットを検
査するときに、ローカル VRF IDを取得します。

アクティブデバイスとスタンバイデバイス間の VRFマッピングは、コンフィギュレーションの
変更を必要としません。

NAT での VRF 対応非対称ルーティング
Cisco IOS XEリリース 3.14Sでは、ネットワークアドレス変換でVRF対応シャーシ間非対称ルー
ティングがサポートされます。VRF対応シャーシ間非対称ルーティングでは、VPNルーティング
および転送（VRF）名のメッセージダイジェスト（MD）5ハッシュを使用して、アクティブデ
バイスとスタンバイデバイス内のVRFとデータパスを特定し、VRF名ハッシュからローカルVRF
IDを、またはローカル VRF IDから VRF名ハッシュを取得します。

VRF対応シャーシ間非対称ルーティングでは、アクティブデバイスとスタンバイデバイスのVRF
に同じVRF名を付ける必要があります。ただし、VRFIDは、非対称ルーティング転送またはボッ
クスツーボックスハイアベイラビリティ同期の最中にスタンバイデバイスとアクティブデバイ

スの VRF名に基づいてマップされるため、両方のデバイスで同じにする必要はありません。

VRF名のMD5ハッシュ衝突が発生した場合は、VRFに属しているファイアウォールセッション
と NATセッションがスタンバイデバイスと同期しません。

アクティブデバイスとスタンバイデバイス間の VRFマッピングは、コンフィギュレーションの
変更を必要としません。

ゾーンベースファイアウォールと NAT に対するシャーシ
間非対称ルーティングサポートの設定方法

冗長アプリケーショングループおよび冗長グループプロトコルの設

定

冗長グループは、次の設定要素で構成されています。

•オブジェクトごとに優先度が減らされる量。

•優先度を減少させる障害（オブジェクト）
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•フェールオーバー優先度

•フェールオーバーしきい値

•グループインスタンス

•グループ名

•初期化遅延タイマー

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 冗長性
4. application redundancy
5. group id
6. name group-name
7. priority value [failover threshold value]
8. preempt
9. track object-number decrement number
10. exit
11. protocol id
12. timers hellotime {seconds |msec msec} holdtime {seconds |msec msec}
13. authentication {text string |md5 key-string [0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain key-chain-name}
14. bfd
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
す。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

アプリケーション冗長性を設定し、冗長性アプリケーショ

ンコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   

冗長性グループを設定し、冗長性アプリケーショングルー

プコンフィギュレーションモードを開始します。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

プロトコルインスタンス用に、任意指定のエイリアスを

指定します。

name group-name

例：
Device(config-red-app-grp)# name
group1

ステップ 6   

冗長グループの初期優先度とフェールオーバーしきい値を

指定します。

priority value [failover threshold value]

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 7   

冗長グループでのプリエンプションをイネーブルにし、ス

タンバイデバイスがアクティブデバイスをプリエンプショ

ン処理できるようにします。

preempt

例：
Device(config-red-app-grp)# preempt

ステップ 8   

•スタンバイデバイスは、優先度がアクティブデバイ
スよりも高いときにのみプリエンプション処理しま

す。

冗長グループの優先度値を指定します。この値は、トラッ

キング対象のオブジェクトでイベントが発生した場合に減

らされます。

track object-number decrement number

例：
Device(config-red-app-grp)# track 50
decrement 50

ステップ 9   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーション

モードを終了して、冗長アプリケーションコンフィギュ

レーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-red-app-grp)# exit

ステップ 10   

コントロールインターフェイスに接続されるプロトコル

インスタンスを指定し、冗長アプリケーションプロトコ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

protocol id

例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

helloメッセージが送信される間隔、およびデバイスがダ
ウン状態と宣言されるまでの時間を指定します。

timers hellotime {seconds |msec msec}
holdtime {seconds |msec msec}

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 10

ステップ 12   

•保留時間は、hellotimeの少なくとも 3倍でなければ
なりません。

認証情報を指定します。authentication {text string |md5 key-string
[0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain
key-chain-name}

ステップ 13   

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1
timeout 100

双方向フォワーディング検出（BFD）を使用してコント
ロールインターフェイスで実行されているフェールオー

bfd

例：
Device(config-red-app-prtcl)# bfd

ステップ 14   

バープロトコルを統合し、ミリ秒単位での障害検出を達

成できるようにします。

• BFDはデフォルトでイネーブルになっています。

冗長アプリケーションプロトコルコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-prtcl)# end

ステップ 15   

データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェイス

の設定

この作業では、次の冗長グループ（RG）要素を設定します。

•コントロールインターフェイスとして使用されるインターフェイス。

•データインターフェイスとして使用されるインターフェイス。

•非対称ルーティングに使用されるインターフェイス。これはオプションのタスクです。この
作業は、ネットワークアドレス変換（NAT）の非対称ルーティングを設定する場合にのみ実
行します。
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ゾーンベースのファイアウォールでは、別個のインターフェイスで非対称ルーティング、デー

タ、およびコントロールを設定する必要があります。ただしネットワークアドレス変換（NAT）
では、同じインターフェイスで非対称ルーティング、データ、およびコントロールを設定でき

ます。

（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 冗長性
4. application redundancy
5. group id
6. data interface-type interface-number
7. controlinterface-type interface-number protocol id
8. timers delay seconds [reload seconds]
9. asymmetric-routing interfacetype number
10. asymmetric-routing always-divert enable
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

アプリケーション冗長性を設定し、冗長性アプリケー

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

冗長性グループ（RG）を設定し、冗長性アプリケー
ショングループコンフィギュレーションモードを開

始します。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

RGで使用されるデータインターフェイスを指定しま
す。

data interface-type interface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/1

ステップ 6   

RGで使用されるコントロールインターフェイスを指
定します。

controlinterface-type interface-number protocol
id

例：
Device(config-red-app-grp)# control
GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1

ステップ 7   

•また、コントロールインターフェイスは、コント
ロールインターフェイスプロトコルのインスタ

ンスにも関連付けられます。

障害の発生後、またはシステムのリロード後に開始さ

れるロールネゴシエーションを RGで遅延させるのに
必要な時間を指定します。

timers delay seconds [reload seconds]

例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 8   

RGで使用される非対称ルーティングインターフェイ
スを指定します。

asymmetric-routing interfacetype number

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing interface
GigabitEthernet 0/1/1

ステップ 9   

スタンバイRGから受信したパケットをアクティブRG
に常に転送します。

asymmetric-routing always-divert enable

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 10   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了して特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   
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インターフェイスでの冗長インターフェイス識別子および非対称ルー

ティングの設定

（注） •データインターフェイスまたはコントロールインターフェイスとして設定されているイ
ンターフェイスでは、冗長インターフェイス識別子（RII）を設定してはなりません。

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスの両方で RIIおよび非対称ルーティングを設
定する必要があります。

•仮想 IPアドレスが設定されているインターフェイスでは、非対称ルーティングをイネー
ブルにすることはできません。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interface type number
4. redundancy rii id
5. redundancy group id [decrement number]
6. 冗長性非対称ルーティングの有効化
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長グループ（RG）に関連付けるインターフェイスを選
択し、インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/3

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

冗長性インターフェイス識別子（RII）を設定します。redundancy rii id

例：
Device(config-if)# redundancy rii 600

ステップ 4   

RG冗長性トラフィックインターフェイスの設定をイネー
ブルにし、インターフェイスのダウン時に優先度から減

らされる量を指定します。

redundancy group id [decrement number]

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
decrement 20

ステップ 5   

非対称ルーティングがイネーブルになっている

トラフィックインターフェイスでRGを設定す
る必要はありません。

（注）

各 RGの非対称フロー転送トンネルを確立します。冗長性非対称ルーティングの有効化

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7   

非対称ルーティングを使用したダイナミック内部送信元変換の設定

次の設定は、非対称ルーティングを使用したダイナミック内部送信元変換の例です。非対称ルー

ティングを設定する際に使用できるNAT設定のタイプは、ダイナミック外部送信元、スタティッ
ク内部および外部送信元、ポートアドレス変換（PAT）内部および外部送信元変換です。NAT設
定のそれぞれのタイプの詳細については、「IPアドレス節約のためのNAT設定」の章を参照して
ください。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip address ip-address mask
5. ip nat outside
6. exit
7. 冗長性
8. application redundancy
9. group id
10. asymmetric-routing always-divert enable
11. end
12. configure terminal
13. ip nat pool name start-ip end-ip {mask | prefix-length prefix-length}
14. exit
15. ip nat inside source list acl-number pool name redundancy redundancy-idmapping-id map-id
16. access-list standard-acl-number permit source-address wildcard-bits
17. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/3

ステップ 3   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定し
ます。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモード

に入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6   

冗長性を設定し、冗長性コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 7   

アプリケーション冗長性を設定し、冗長性アプリケー

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 8   

冗長性グループを設定し、冗長性アプリケーショング

ループコンフィギュレーションモードを開始します。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 9   

アクティブデバイスにトラフィックを転送します。asymmetric-routing always-divert enable

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 10   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了して特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 12   

グローバルアドレスのプールを定義します。ip nat pool name start-ip end-ip {mask |
prefix-length prefix-length}

ステップ 13   

• IP NATプールコンフィギュレーションモードを
開始します。例：

Device(config)# ip nat pool pool1
prefix-length 24
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目的コマンドまたはアクション

IP NATプールコンフィギュレーションモードを終了
し、グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

exit

例：
Device(config-ipnat-pool)# exit

ステップ 14   

内部送信元アドレスの NATを有効にし、マッピング
IDを使用して NATを冗長グループに関連付けます。

ip nat inside source list acl-number pool name
redundancy redundancy-idmapping-idmap-id

例：
Device(config)# ip nat inside source
list pool pool1 redundancy 1 mapping-id
100

ステップ 15   

変換される内部アドレス用の標準アクセスリストを定

義します。

access-list standard-acl-number permit
source-address wildcard-bits

例：
Device(config)# access-list 10 permit
10.1.1.1 255.255.255.0

ステップ 16   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 17   

ゾーンベースファイアウォールと NAT に対するシャーシ
間非対称ルーティングサポートの設定例

例：冗長アプリケーショングループと冗長グループプロトコルの設

定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name group1
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover threshold 50
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# track 50 decrement 50
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 3 holdtime 10
Device(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 timeout 100
Device(config-red-app-prtcl)# bfd
Device(config-red-app-prtcl)# end

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

204

ゾーンベースファイアウォールと NAT に対するシャーシ間非対称ルーティングサポート
ゾーンベースファイアウォールと NAT に対するシャーシ間非対称ルーティングサポートの設定例



例：データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェ

イスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/1
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface GigabitEthernet 0/1/1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# end

例：インターフェイスでの冗長インターフェイス識別子と非対称ルー

ティングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/3
Device(config-if)# redundancy rii 600
Device(config-if)# redundancy group 1 decrement 20
Device(config-if)# redundancy asymmetric-routing enable
Device(config-if)# end

例：非対称ルーティングを使用したダイナミック内部送信元変換の設

定
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/3
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# end
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat pool pool1 prefix-length 24
Device(config-ipnat-pool)# exit
Device(config)# ip nat inside source list pool pool1 redundancy 1 mapping-id 100
Device(config)# access-list 10 permit 10.1.1.1 255.255.255.0

例：対称ルーティングボックスツーボックス冗長性を使用した

WAN-WAN トポロジ用の VRF 対応 NAT の設定
次に、WAN間対称ルーティング設定の例を示します。

vrf definition Mgmt-intf
address-family ipv4
exit-address-family

!
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address-family ipv6
exit-address-family
!
!
vrf definition VRFA
rd 100:1
route-target export 100:1
route-target import 100:1
address-family ipv4
exit-address-family

!
!
no logging console
no aaa new-model
!
multilink bundle-name authenticated
!
redundancy
mode sso
application redundancy
group 1
preempt
priority 120
control GigabitEthernet 0/0/1 protocol 1
data GigabitEthernet 0/0/2

!
!
!
!
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
ip tftp blocksize 8192
!
track 1 interface GigabitEthernet 0/0/4 line-protocol
!
interface Loopback 0
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet 0/0/0
vrf forwarding VRFA
ip address 192.168.0.1 255.255.255.248
ip nat inside
negotiation auto
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
redundancy rii 2
!
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip address 209.165.202.129 255.255.255.224
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/2
ip address 192.0.2.1 255.255.255.224
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/3
ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/4
ip address 203.0.113.1 255.255.255.240
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0
vrf forwarding Mgmt-intf
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
negotiation auto
!
interface vasileft 1
vrf forwarding VRFA
ip address 10.4.4.1 255.255.0.0
ip nat outside
no keepalive
!
interface vasiright 1
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ip address 10.4.4.2 255.255.0.0
no keepalive
!
router mobile
!
router bgp 577
bgp router-id 1.1.1.1
bgp log-neighbor-changes
neighbor 203.0.113.1 remote-as 223
neighbor 203.0.113.1 description PEERING to PTNR neighbor 10.4.4.1 remote-as 577
neighbor 10.4.4.1 description PEEERING to VASI VRFA interface
!
address-family ipv4
network 203.0.113.1 mask 255.255.255.240
network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
network 209.165.200.224 mask 255.255.255.224
neighbor 203.0.113.1 activate
neighbor 10.4.4.1 activate
neighbor 10.4.4.1 next-hop-self
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VRFA
bgp router-id 4.4.4.4
network 192.168.0.0 mask 255.255.255.248
network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
redistribute connected
redistribute static
neighbor 192.168.0.2 remote-as 65004
neighbor 192.168.0.2 fall-over bfd
neighbor 192.168.0.2 activate
neighbor 10.4.4.2 remote-as 577
neighbor 10.4.4.2 description PEERING to VASI Global intf
neighbor 10.4.4.2 activate
exit-address-family
!
ip nat switchover replication http
ip nat pool att_pool 209.165.200.225 209.165.200.225 prefix-length 16
ip nat inside source list 4 pool att_pool redundancy 1 mapping-id 100 vrf VRFA overload
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 203.0.113.1 255.255.255.224 10.4.4.1
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.4.4.1
ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 10.4.4.1
ip route vrf Mgmt-intf 209.165.200.1 255.255.255.224 172.16.0.0
!
ip prefix-list VRF_Pool seq 5 permit 209.165.200.0/27
ip prefix-list p1-adv-1 seq 5 permit 209.165.200.0/27
ip prefix-list p1-exist-1 seq 5 permit 203.0.113.193/27
logging esm config
access-list 4 permit 203.0.113.193 255.255.255.224
!
control-plane
line console 0
stopbits 1
!
line vty 0 3
login
!
line vty 4
password lab
login
!
end
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例：VRF を使用した非対称ルーティングの設定
次に、Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを使用して非対称ルーティングを設定
する例を示します。

Device(config)# redundancy
Device(config-red)# mode sso
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name RG1
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover threshold 40
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 1/0/3 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 1/0/3
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface GigabitEthernet 1/0/4
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# exit
Device(config-red)# exit
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 2/0/0
Device(config-if)# ip vrf forwarding vrf001
Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 3/0/0
Device(config-if)# ip vrf forwarding vrf001
Device(config-if)# ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
!
Device(config-if)# ip nat pool pool-vrf001 209.165.201.1 209.165.201.30 prefix-length 24
Device(config-if)# ip nat inside source list 1 pool pool-vrf001 redundancy 1 mapping-id 1
vrf vrf001 match-in-vrf overload
Device(config-if)# end

ゾーンベースファイアウォールと NAT に対するシャーシ
間非対称ルーティングサポートに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

「ファイアウォールステートフルシャーシ間

冗長性の設定」モジュール

ファイアウォールシャーシ間冗長性

「ステートフルシャーシ間冗長性の設定」モ

ジュール

NATシャーシ間冗長性

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

ゾーンベースファイアウォールおよび NAT のシャーシ間
非対称ルーティングサポートの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 12：ゾーンベースファイアウォールおよび NAT のシャーシ間非対称ルーティングサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

NAT 44対応の非対称ルーティング拡
張機能は、CGN、ALG、VRF、VASI、
およびMPLSを使用した非対称ルー
ティングをサポートしています。

追加または変更されたコマンドはあり

ません。

Cisco IOS XEリリース
3.16S

NAT44対応の非対称ルーティ
ング拡張

ゾーンベースファイアウォールおよび

NATのシャーシ間非対称ルーティング
サポート機能では、スタンバイ冗長グ

ループからアクティブ冗長グループへ

のパケット処理のためのパケット転送

がサポートされています。

導入または変更されたコマンド：

asymmetric-routing、redundancy
asymmetric-routing enable。

Cisco IOSXERelease 3.5Sゾーンベースファイアウォー

ルとNATに対するシャーシ間
非対称ルーティングサポート

ゾーンベースファイアウォールでは、

VRF対応シャーシ間非対称ルーティン
グ機能がサポートされています。この

機能はMPLSをサポートしています。
この機能については設定の変更はあり

ません。

追加または変更されたコマンドはあり

ません。

Cisco IOS XEリリース
3.14S

ゾーンベースファイアウォー

ルのVRF対応シャーシ間非対
称ルーティングサポート

NATでは、VRF対応シャーシ間非対称
ルーティング機能がサポートされてい

ます。この機能はMPLSをサポートし
ています。この機能については設定の

変更はありません。

追加または変更されたコマンドはあり

ません。

Cisco IOS XEリリース
3.14S

NATの VRF対応シャーシ間
非対称ルーティングサポート
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第 11 章

IPv6 ゾーンベースファイアウォールの
シャーシ間ハイアベイラビリティサポート

IPv6ゾーンベースファイアウォールのシャーシ間ハイアベイラビリティサポート機能では、
IPv4および IPv6トラフィックを同時に実行するファイアウォールでの非対称ルーティングがサ
ポートされています。非対称ルーティングでは、スタンバイ冗長グループからアクティブ冗長グ

ループへのパケット処理のためのパケット転送がサポートされています。この機能が有効になっ

ていない場合は、初期同期（SYN）メッセージを受信しなかったデバイスに転送されたリターン
TCPパケットがドロップされます。これは、パケットが既知のセッションに属していないためで
す。

このモジュールでは、非対称ルーティングの概要を紹介し、IPv6ファイアウォールで非対称ルー
ティングを設定する方法を説明します。

• 機能情報の確認, 212 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールにおけるシャーシ間高可用性サポートに関する制約事
項, 212 ページ

• ゾーンベースファイアウォールでのシャーシ間ハイアベイラビリティサポートに関する情
報, 212 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールでのシャーシ間ハイアベイラビリティサポートの設定
方法, 217 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールでのシャーシ間ハイアベイラビリティサポートの設定
例, 231 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールのシャーシ間ハイアベイラビリティサポートに関する
追加情報, 232 ページ

• IPv6ゾーンベースファイアウォールのシャーシ間ハイアベイラビリティサポートに関する
機能情報, 233 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

IPv6 ゾーンベースファイアウォールにおけるシャーシ間
高可用性サポートに関する制約事項

•非対称ルーティングインターリンクインターフェイスでサポートされるのは IPv4のみです。

• FTP64アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）はサポートされません。

•仮想 IPアドレスと仮想MAC（VMAC）アドレスを使用するLANは、非対称ルーティングを
サポートしません。

•アクティブおよびスタンバイの Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータ
の間にVRFIDマッピングは存在しないので、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）
および Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスはサポートされません。

ゾーンベースファイアウォールでのシャーシ間ハイアベ

イラビリティサポートに関する情報

非対称ルーティングの概要

非対称ルーティングは、TCPまたはUDP接続の複数のパケットが、異なるルートを経由して異な
る方向に送信される場合に発生します。非対称ルーティングでは、1つのTCPまたはUDP接続に
属しているパケットは、冗長グループ（RG）の 1つのインターフェイスを介して転送されます
が、同じ RGの別のインターフェイスを介して戻されます。非対称ルーティングでは、パケット
フローは同じ RGに残ります。非対称ルーティングを設定する場合、スタンバイ RGで受信した
パケットは、処理のためにアクティブ RGにリダイレクトされます。非対称ルーティングが設定
されていない場合、スタンバイ RGで受信したパケットはドロップされる可能性があります。

非対称ルーティングは、特定のトラフィックフローのRGを決定します。RGの状態は、パケット
処理の決定において重要です。RGがアクティブの場合は、通常のパケットの処理が実行されま
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す。RGがスタンバイ状態で、非対称ルーティングおよび asymmetric-routing always-divert enable
コマンドを設定している場合、パケットはアクティブ RGに転送されます。スタンバイ RGで受
信したパケットをアクティブRGに常に転送するには、asymmetric-routing always-divert enableコ
マンドを使用します。

次の図は、別の非対称ルーティングインターリンクインターフェイスを使用して、パケットをア

クティブ RGに転送する非対称ルーティングシナリオを示しています。

図 17：非対称ルーティングシナリオ

非対称ルーティングには次のルールが適用されます。

•冗長インターフェイス識別子（RII）とインターフェイス間のマッピングは 1:1です。

•インターフェイスと RG間のマッピングは 1:nです。（1つの非対称ルーティングインター
フェイスは複数の RGとの間でトラフィックを送受信できます。非対称ルーティングイン
ターフェイス以外のインターフェイス（通常のLANインターフェイス）では、インターフェ
イスと RG間のマッピングは 1:1です）

• RGおよびそのRGを使用するアプリケーション間のマッピングは 1:nです。（複数のアプリ
ケーションが同じ RGを使用できます）。
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• RGとトラフィックフロー間のマッピングは 1:1です。トラフィックフローは、単一 RGだ
けにマッピングされる必要があります。トラフィックフローが複数のRGにマッピングされ
ると、エラーが発生します。

•非対称ルーティングインターリンクに、すべてのRGインターリンクトラフィックをサポー
トできる十分な帯域幅がある限り、RGと非対称ルーティングインターリンク間のマッピン
グは 1:1または 1:nです。

非対称ルーティングは、転送されるすべてのトラフィックを処理するインターリンクインター

フェイスで構成されます。非対称ルーティングインターリンクインターフェイスの帯域幅は、転

送が予期されるすべてのトラフィックを処理できるだけの十分な大きさが必要です。IPv4アドレ
スは、非対称ルーティングインターリンクインターフェイスで設定され、非対称ルーティング

インターフェイスの IPアドレスは、このインターフェイスから到達可能である必要があります。

非対称ルーティングインターリンクインターフェイスは、インターリンクトラフィックのみ

に使用し、ハイアベイラビリティ制御インターフェイスまたはデータインターフェイスと共

有しないことを推奨します。これは、非対称ルーティングインターリンクインターフェイス

上のトラフィック量が非常に高くなる可能性があるためです。

（注）

デュアルスタックファイアウォール

デュアルスタックファイアウォールは、IPv4および IPv6トラフィックを同時に実行するファイ
アウォールです。デュアルスタックファイアウォールは、次のシナリオで設定できます。

• IPv4トラフィックを実行する 1つのファイアウォールゾーン、および IPv6トラフィックを
実行する別のファイアウォールゾーン。

• IPv4と IPv6が、ステートフルネットワークアドレス変換 64（NAT64）を使用して導入して
いる場合に共存しています。このシナリオでは、トラフィックは IPv6から IPv4および IPv4
から IPv6の方向で流れます。

•同じゾーンペアで IPv4および IPv6トラフィックの両方が許可されています。

ファイアウォールでの非対称ルーティングサポート

ボックス内非対称ルーティングのサポートのために、ファイアウォールは、InternetControlMessage
Protocol（ICMP）、TCP、および UDPパケットのステートフルレイヤ 3およびレイヤ 4インスペ
クションを行います。ファイアウォールは、パケットのウィンドウサイズと順序を確認して、TCP
パケットのステートフルインスペクションを実行します。ファイアウォールでは、ステートフル

インスペクションのためにトラフィックの双方向からのステート情報も必要です。ファイアウォー

ルは ICMP情報フローの限定的なインスペクションを行います。ICMPエコー要求および応答に関
連付けられているシーケンス番号が確認されます。ファイアウォールでスタンバイ冗長グループ

（RG）とパケットフローの同期が行われるのは、そのパケットに対してセッションが確立された
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後です。確立されるセッションは、TCP、UDPの2番目のパケット、および ICMPの情報メッセー
ジに対するスリーウェイハンドシェイクです。すべての ICMPフローはアクティブ RGに送信さ
れます。

ファイアウォールにより、ICMP、TCP、および UDPプロトコルに属さないパケットについて、
ポリシーのステートレス検証が行われます。

ファイアウォールは、双方向トラフィックを使用して、パケットフローがエージングアウトする

時期を決定し、すべての検査対象パケットフローをアクティブ RGに転送します。パスポリシー
を持つパケットフローと、ポリシーなしまたはドロップポリシーと同じゾーンが含まれるパケッ

トフローは転送されません。

スタンバイRGで受信したパケットをアクティブRGへ転送するasymmetric-routingalways-divert
enableコマンドは、ファイアウォールではサポートされていません。デフォルトでは、ファイ
アウォールはすべてのパケットフローをアクティブ RGに強制的に転送します。

（注）

WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング
非対称ルーティングではWAN-LANトポロジだけがサポートされています。WAN-LANトポロジ
では、デバイスが内部の LANインターフェイスおよび外部のWANインターフェイスを介して接
続されます。WANリンク経由で受信されるリターントラフィックのルーティングは制御できま
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せん。非対称ルーティングは、WAN-LANトポロジのWANリンク経由で受信したリターントラ
フィックのルーティングを制御します。次に、WAN-LANトポロジを示します。

図 18：WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング

アプリケーション冗長性のチェックポイント機能サポート

チェックポインティングは、デバイスの現在の状態を保持し、デバイスでの障害発生時にその情

報を使用して再起動するプロセスです。チェックポイント機能（CF）は、プロセス間通信（IPC）
プロトコル、および IPベースの Stream Control Transmission Protocol（SCTP）を使用して、ピア間
の通信をサポートします。CFでは、クライアントまたはデバイスにインフラストラクチャを提供
して、複数ドメイン内のピアと通信できるようにします。デバイスは、アクティブデバイスから

スタンバイデバイスにチェックポイントメッセージを送信できます。

アプリケーションの冗長性により、同じシャーシ内およびシャーシ間に存在する複数のドメイン

（グループとも呼ばれる）がサポートされます。複数のグループに登録されているデバイスは、

1つのグループからそのピアグループにチェックポイントメッセージを送信できます。アプリ
ケーションの冗長性により、シャーシ間ドメイン通信がサポートされます。チェックポインティ

ングは、アクティブデバイスからスタンバイグループに対して発生します。シャーシ間では任意

の組み合わせのグループが存在できます。シャーシ間の通信は、アプリケーションの冗長性専用

のデータリンクインターフェイスで SCTPトランスポートによって行われます。

同一シャーシ内にあるドメイン同士は相互に通信できません。（注）
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IPv6 ゾーンベースファイアウォールでのシャーシ間ハイ
アベイラビリティサポートの設定方法

冗長アプリケーショングループおよび冗長グループプロトコルの設

定

冗長グループは、次の設定要素で構成されています。

•オブジェクトごとに優先度が減らされる量。

•優先度を減少させる障害（オブジェクト）

•フェールオーバー優先度

•フェールオーバーしきい値

•グループインスタンス

•グループ名

•初期化遅延タイマー

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 冗長性
4. application redundancy
5. group id
6. name group-name
7. priority value [failover threshold value]
8. preempt
9. track object-number decrement number
10. exit
11. protocol id
12. timers hellotime {seconds |msec msec} holdtime {seconds |msec msec}
13. authentication {text string |md5 key-string [0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain key-chain-name}
14. bfd
15. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
す。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

アプリケーション冗長性を設定し、冗長性アプリケーショ

ンコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   

冗長性グループを設定し、冗長性アプリケーショングルー

プコンフィギュレーションモードを開始します。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

プロトコルインスタンス用に、任意指定のエイリアスを

指定します。

name group-name

例：
Device(config-red-app-grp)# name
group1

ステップ 6   

冗長グループの初期優先度とフェールオーバーしきい値を

指定します。

priority value [failover threshold value]

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 7   

冗長グループでのプリエンプションをイネーブルにし、ス

タンバイデバイスがアクティブデバイスをプリエンプショ

ン処理できるようにします。

preempt

例：
Device(config-red-app-grp)# preempt

ステップ 8   

•スタンバイデバイスは、優先度がアクティブデバイ
スよりも高いときにのみプリエンプション処理しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

冗長グループの優先度値を指定します。この値は、トラッ

キング対象のオブジェクトでイベントが発生した場合に減

らされます。

track object-number decrement number

例：
Device(config-red-app-grp)# track 50
decrement 50

ステップ 9   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーション

モードを終了して、冗長アプリケーションコンフィギュ

レーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-red-app-grp)# exit

ステップ 10   

コントロールインターフェイスに接続されるプロトコル

インスタンスを指定し、冗長アプリケーションプロトコ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

protocol id

例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 11   

helloメッセージが送信される間隔、およびデバイスがダ
ウン状態と宣言されるまでの時間を指定します。

timers hellotime {seconds |msec msec}
holdtime {seconds |msec msec}

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 10

ステップ 12   

•保留時間は、hellotimeの少なくとも 3倍でなければ
なりません。

認証情報を指定します。authentication {text string |md5 key-string
[0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain
key-chain-name}

ステップ 13   

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1
timeout 100

双方向フォワーディング検出（BFD）を使用してコント
ロールインターフェイスで実行されているフェールオー

bfd

例：
Device(config-red-app-prtcl)# bfd

ステップ 14   

バープロトコルを統合し、ミリ秒単位での障害検出を達

成できるようにします。

• BFDはデフォルトでイネーブルになっています。

冗長アプリケーションプロトコルコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-prtcl)# end

ステップ 15   
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データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェイス

の設定

この作業では、次の冗長グループ（RG）要素を設定します。

•コントロールインターフェイスとして使用されるインターフェイス。

•データインターフェイスとして使用されるインターフェイス。

•非対称ルーティングに使用されるインターフェイス。これはオプションのタスクです。この
作業は、ネットワークアドレス変換（NAT）の非対称ルーティングを設定する場合にのみ実
行します。

ゾーンベースのファイアウォールでは、別個のインターフェイスで非対称ルーティング、デー

タ、およびコントロールを設定する必要があります。ただしネットワークアドレス変換（NAT）
では、同じインターフェイスで非対称ルーティング、データ、およびコントロールを設定でき

ます。

（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 冗長性
4. application redundancy
5. group id
6. data interface-type interface-number
7. controlinterface-type interface-number protocol id
8. timers delay seconds [reload seconds]
9. asymmetric-routing interfacetype number
10. asymmetric-routing always-divert enable
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。冗長性

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

アプリケーション冗長性を設定し、冗長性アプリケー

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   

冗長性グループ（RG）を設定し、冗長性アプリケー
ショングループコンフィギュレーションモードを開

始します。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

RGで使用されるデータインターフェイスを指定しま
す。

data interface-type interface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/1

ステップ 6   

RGで使用されるコントロールインターフェイスを指
定します。

controlinterface-type interface-number protocol
id

例：
Device(config-red-app-grp)# control
GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1

ステップ 7   

•また、コントロールインターフェイスは、コント
ロールインターフェイスプロトコルのインスタ

ンスにも関連付けられます。

障害の発生後、またはシステムのリロード後に開始さ

れるロールネゴシエーションを RGで遅延させるのに
必要な時間を指定します。

timers delay seconds [reload seconds]

例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 8   

RGで使用される非対称ルーティングインターフェイ
スを指定します。

asymmetric-routing interfacetype number

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing interface
GigabitEthernet 0/1/1

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

スタンバイRGから受信したパケットをアクティブRG
に常に転送します。

asymmetric-routing always-divert enable

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 10   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了して特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   

インターフェイスでの冗長インターフェイス識別子および非対称ルー

ティングの設定

（注） •データインターフェイスまたはコントロールインターフェイスとして設定されているイ
ンターフェイスでは、冗長インターフェイス識別子（RII）を設定してはなりません。

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスの両方で RIIおよび非対称ルーティングを設
定する必要があります。

•仮想 IPアドレスが設定されているインターフェイスでは、非対称ルーティングをイネー
ブルにすることはできません。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interface type number
4. redundancy rii id
5. redundancy group id [decrement number]
6. 冗長性非対称ルーティングの有効化
7. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

冗長グループ（RG）に関連付けるインターフェイスを選
択し、インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/3

ステップ 3   

冗長性インターフェイス識別子（RII）を設定します。redundancy rii id

例：
Device(config-if)# redundancy rii 600

ステップ 4   

RG冗長性トラフィックインターフェイスの設定をイネー
ブルにし、インターフェイスのダウン時に優先度から減

らされる量を指定します。

redundancy group id [decrement number]

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
decrement 20

ステップ 5   

非対称ルーティングがイネーブルになっている

トラフィックインターフェイスでRGを設定す
る必要はありません。

（注）

各 RGの非対称フロー転送トンネルを確立します。冗長性非対称ルーティングの有効化

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7   
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IPv6 ファイアウォールの設定
IPv4ファイアウォールと IPv6ファイアウォールを設定する手順は同じです。 IPv6ファイアウォー
ルを設定するには、IPv6アドレスファミリだけがマッチングされるようにクラスマップを設定す
る必要があります。

match protocolコマンドは IPv4トラフィックと IPv6トラフィックの両方に適用され、IPv4ポリ
シーと IPv6ポリシーのどちらにもこれを含めることができます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. vrf-definitionvrf-name
4. address-family ipv6
5. exit-address-family
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. sessions maximumsessions
9. exit
10. ipv6 unicast-routing
11. ip port-mapappl-name portport-numlistlist-name
12. ipv6 access-listaccess-list-name
13. permit ipv6 any any
14. exit
15. class-map type inspect match-allclass-map-name
16. match access-group nameaccess-group-name
17. match protocolprotocol-name
18. exit
19. policy-map type inspectpolicy-map-name
20. class type inspectclass-map-name
21. inspect[parameter-map-name]
22. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

Virtual Routing and Forwarding（VRF）ルーティングテー
ブルインスタンスを設定し、VRFコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

vrf-definitionvrf-name

例：
Device(config)# vrf-definition VRF1

ステップ 3   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を開始して、標準 IPv6アドレスプレフィックスを伝送す
るセッションを設定します。

address-family ipv6

例：
Device(config-vrf)# address-family
ipv6

ステップ 4   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を終了し、VRFコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

exit-address-family

例：
Device(config-vrf-af)#
exit-address-family

ステップ 5   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、グロー
バルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 6   

ファイアウォールのグローバル検査タイプパラメータ

マップを、検査アクションに関連するしきい値、タイム

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect ipv6-param-map

ステップ 7   

アウト、その他のパラメータに接続できるようにし、パ

ラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

ゾーンペア上に存在可能な最大許容セッション数を設定

します。

sessions maximumsessions

例：
Device(config-profile)# sessions
maximum 10000

ステップ 8   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

IPv6ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにし
ます。

ipv6 unicast-routing

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6アクセスコントロールリスト（ACL）を使用して
ポート/アプリケーション間マッピング（PAM）を確立し
ます。

ip port-mapappl-name
portport-numlistlist-name

例：
Device(config)# ip port-map ftp port
8090 list ipv6-acl

ステップ 11   

IPv6アクセスリストを定義し、IPv6アクセスリストコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

ipv6 access-listaccess-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
ipv6-acl

ステップ 12   

IPv6アクセスリストに許可条件を設定します。permit ipv6 any any

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
any any

ステップ 13   

IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモードを
終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

exit

例：
Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 14   

アプリケーション固有の検査タイプクラスマップを作成

し、QoSクラスマップコンフィギュレーションモード
を開始します。

class-map type inspect
match-allclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-all ipv6-class

ステップ 15   

指定したACLをベースにクラスマップに対して一致基準
を設定します。

match access-group
nameaccess-group-name

例：
Device(config-cmap)# match
access-group name ipv6-acl

ステップ 16   

指定されたプロトコルに基づき、クラスマップの一致基

準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
tcp

ステップ 17   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを終
了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 18   
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目的コマンドまたはアクション

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを開
始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ipv6-policy

ステップ 19   

アクションの実行対象となるトラフィッククラスを指定

し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect ipv6-class

ステップ 20   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブルに

します。

inspect[parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
ipv6-param-map

ステップ 21   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 22   
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非対称ルーティングのゾーンおよびゾーンペアの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone securityzone-name
4. exit
5. zone securityzone-name
6. exit
7. zone-pair securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]
8. service-policy type inspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetype number
11. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
12. encapsulation dot1qvlan-id
13. zone-member securityzone-name
14. end
15. show policy-map type inspect zone-pair sessions

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security z1

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security z2

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ゾーンペアを作成し、セキュリティ

ゾーンペアコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone-pair
securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]

例：
Device(config)# zone-pair security in-2-out source z1
destination z2

ステップ 7   

ポリシーマップをトップレベルポリ

シーに関連付けます。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
ipv6-policy

ステップ 8   

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、グローバ

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

ルコンフィギュレーションモードを開

始します。

サブインターフェイスを設定し、サブイ

ンターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0.1

ステッ

プ 10   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づ
いて IPv6アドレスを設定し、インター

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64

ステッ

プ 11   
フェイスまたはサブインターフェイスに

おけるIPv6処理をイネーブルにします。

インターフェイスで使用するカプセル化

方式を設定します。

encapsulation dot1qvlan-id

例：
Device(config-subif)# encapsulation dot1q 2

ステッ

プ 12   

インターフェイスをゾーンメンバーと

して設定します。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-subif)# zone-member security z1

ステッ

プ 13   

• Zone-name引数に関して、zone
securityコマンドを使用して設定し
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目的コマンドまたはアクション

たゾーンのいずれかを設定する必

要があります。

•インターフェイスがセキュリティ
ゾーンにある場合、そのインター

フェイスを通るトラフィックはど

ちらの方向でもすべて（デバイス

宛またはデバイス発のトラフィッ

クを除く）はデフォルトでドロッ

プされます。トラフィックがゾー

ンメンバーであるインターフェイ

スを通過するには、そのゾーンを

ポリシーの適用先のゾーンペアの

一部にする必要があります。ポリ

シーの inspectまたは passアクショ
ンによってトラフィックが許可さ

れる場合は、そのインターフェイ

スを通じてトラフィックが流れま

す。

サブインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了して、特権 EXEC
モードを開始します。

end

例：
Device(config-subif)# end

ステッ

プ 14   

ポリシーマップは指定されたゾーンペ

アに適用されるので、作成されたステー

show policy-map type inspect zone-pair sessions

例：
Device# show policy-map type inspect zone-pair sessions

ステッ

プ 15   
トフルパケットインスペクションセッ

ションを表示します。

•このコマンドの出力は、IPv4と
IPv6の両方のファイアウォール
セッションを表示します。
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IPv6 ゾーンベースファイアウォールでのシャーシ間ハイ
アベイラビリティサポートの設定例

例：冗長アプリケーショングループと冗長グループプロトコルの設

定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name group1
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover threshold 50
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# track 50 decrement 50
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 3 holdtime 10
Device(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 timeout 100
Device(config-red-app-prtcl)# bfd
Device(config-red-app-prtcl)# end

例：データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェ

イスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/1
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface GigabitEthernet 0/1/1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# end

例：インターフェイスでの冗長インターフェイス識別子と非対称ルー

ティングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/3
Device(config-if)# redundancy rii 600
Device(config-if)# redundancy group 1 decrement 20
Device(config-if)# redundancy asymmetric-routing enable
Device(config-if)# end

例：IPv6 ファイアウォールの設定

Device# configure terminal
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Device(config)# vrf-definition VRF1
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect ipv6-param-map
Device(config-profile)# sessions maximum 10000
Device(config-profile)# exit
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# ip port-map ftp port 8090 list ipv6-acl
Device(config)# ipv6 access-list ipv6-acl
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Device(config-ipv6-acl)# exit
Device(config)# class-map type inspect match-all ipv6-class
Device(config-cmap)# match access-group name ipv6-acl
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ipv6-policy
Device(config-pmap)# class type inspect ipv6-class
Device(config-pmap-c)# inspect ipv6-param-map
Device(config-pmap-c)# end

例：非対称ルーティングのゾーンとゾーンペアの設定
Device# configure terminal
Device(config)# zone security z1
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z2
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security in-to-out source z1 destination z2
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect ipv6-policy
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0.1
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64
Device(config-if)# encapsulation dot1q 2
Device(config-if)# zone member security z1
Device(config-if)# end

IPv6 ゾーンベースファイアウォールのシャーシ間ハイア
ベイラビリティサポートに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands A to
C』

•『Cisco IOS Security CommandReference: CommandsD to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands M to
R』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

IPv6 ゾーンベースファイアウォールのシャーシ間ハイア
ベイラビリティサポートに関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 13：IPv6 ゾーンベースファイアウォールのシャーシ間ハイアベイラビリティサポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

IPv6ゾーンベースファイアウォールのシャー
シ間ハイアベイラビリティサポート機能で

は、IPv4および IPv6トラフィックを同時に実
行するファイアウォールでの非対称ルーティ

ングがサポートされています。非対称ルーティ

ングでは、スタンバイ冗長グループからアク

ティブ冗長グループへのパケット処理のため

のパケット転送がサポートされています。こ

の機能が有効になっていない場合は、初期同

期（SYN）メッセージを受信しなかったデバ
イスに転送されたリターンTCPパケットがド
ロップされます。これは、パケットが既知の

セッションに属していないためです。

この機能によって導入または変更されたコマ

ンドはありません。

Cisco IOS XE
Release 3.8S

IPv6ゾーンベースファイア
ウォールのシャーシ間ハイア

ベイラビリティサポート
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第 12 章

Cisco CSR1000v ルータに対するファイア
ウォールボックスツーボックスハイアベイ

ラビリティサポート

CiscoCSR1000vルータのファイアウォールボックスツーボックスハイアベイラビリティサポー
ト機能を使用すると、相互にバックアップとして動作するルータのペアを設定できます。この機

能を設定し、複数のフェールオーバー条件に基づいてアクティブルータを判断できます。フェー

ルオーバーが発生すると、中断なくスタンバイルータが引き継ぎ、トラフィックフォワーディ

ングサービスの実行とダイナミックルーティングテーブルのメンテナンスを開始します。

• 機能情報の確認, 236 ページ

• Cisco CSR1000vルータのファイアウォールボックスツーボックスハイアベイラビリティサ
ポートの前提条件, 236 ページ

• Cisco CSR1000vルータのファイアウォールボックスツーボックスハイアベイラビリティサ
ポートに関する制約事項 , 236 ページ

• Cisco CSR1000vルータのファイアウォールボックスツーボックス高可用性サポートについ
て, 237 ページ

• Cisco CSR1000vルータのファイアウォールボックスツーボックスハイアベイラビリティサ
ポートの設定例, 241 ページ

• Cisco CSR1000vルータのファイアウォールボックスツーボックスハイアベイラビリティに
関する追加情報, 242 ページ

• Cisco CSR1000vルータのファイアウォールボックスツーボックスハイアベイラビリティに
関する機能情報, 243 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

Cisco CSR1000v ルータのファイアウォールボックスツー
ボックスハイアベイラビリティサポートの前提条件

•ファイアウォールに接続しているインターフェイスは、同じ冗長インターフェイス識別子
（RII）を持つ必要があります。

•アクティブデバイスおよびスタンバイデバイスは、Cisco IOS XEゾーンベースファイア
ウォールの設定を同じにする必要があります。

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスは、同じバージョンの Cisco IOS XEソフトウェ
アで実行する必要があります。アクティブデバイスとスタンバイは、スイッチを介して接続

する必要があります。

Cisco CSR1000v ルータのファイアウォールボックスツー
ボックスハイアベイラビリティサポートに関する制約

事項
•デュアル IOSデーモン（IOSd）が設定されている場合、デバイスはファイアウォールボック
スツーボックスハイアベイラビリティの設定をサポートしません。
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Cisco CSR1000v ルータのファイアウォールボックスツー
ボックス高可用性サポートについて

Cisco CSR1000v でのファイアウォールボックスツーボックス高可用性
サポートの機能

相互にホットスタンバイとして動作するようにルータのペアを設定できます。この冗長性は、イ

ンターフェイスベースで設定します。冗長インターフェイスのペアは、冗長グループと呼ばれま

す。次の図に、アクティブ/スタンバイデバイスのシナリオを示します。また、1つの発信イン
ターフェイスを持つルータのペアについて、冗長グループを設定する方法を示します。アクティ

ブ/アクティブデバイスシナリオを表現する「冗長グループの設定：2つの発信インターフェイ
ス」の図に、2つの発信インターフェイスを使用するルータのペアに 2つの冗長グループを設定
する方法を示します。

いずれの場合でも、設定可能なコントロールリンクおよびデータ同期リンクによって冗長ルータ

は参加します。コントロールリンクは、ルータのステータスを通信するために使用されます。

データ同期リンクは、ネットワークアドレス変換（NAT）およびファイアウォールからステート
フル情報を転送し、これらのアプリケーションについてステートフルデータベースを同期するた

めに使用されます。
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また、いずれの場合でも、冗長インターフェイスのペアは、同じ固有 ID番号（RIIと呼ばれます）
で設定されます。

図 19：冗長グループの設定：2 つの発信インターフェイス

図 20：冗長グループの設定
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以下のシナリオは、Cisco CSR1000vルータにボックスツーボックス高可用性を導入する例です。

図 21：2 つの独立したサーバでの CSR1000v ボックスツーボックス高可用性

この導入では、2つの冗長 Cisco CSR 1000vルータがそれぞれ異なる独立した UCSサーバ内にあ
ります。2つのCisco Unified Computing System（UCS）サーバは、同じデータセンター内に配置す
ることも、異なる地域の2つの異なるデータセンター内に配置することもできます。ボックスツー
ボックス高可用性データリンクおよびコントロールリンクには、2つの別個の物理接続を設定す
ることを推奨します。ただし、2つの専用物理リンクが使用できない場合は、ボックスツーボッ
クス高可用性データトラフィックおよびコントロールトラフィックにそれぞれ異なる LAN拡張
接続を経由できます。その場合、遅延の増加を考慮してボックスツーボックス高可用性パラメー

タ（ハートビート期間など）を調整する必要があります。

各 Cisco CSR 1000vルータの LANインターフェイスは、スイッチ（ESXi L2 SWなど）を介して
UCS物理ネットワークインターフェイスカード（NIC）のインターフェイスと接続します。それ
ぞれの UCSにある 2つの物理 NICは外部スイッチに接続されてボックスツーボックスペアを形
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成します。Gratuitous Address Resolution Protocol（ARP）は、CSR LANインターフェイスから送信
されて物理スイッチとそのスイッチの組み込みアドレス（BIA）に到達します。

図 22：クラスタサーバでの CSR1000v ボックスツーボックス高可用性

上記の導入例でのNATとゾーンベースファイアウォール（ZBFW）のボックスツーボックス高可
用性は UCSクラスタ構成でも機能します。クラスタ構成の場合、ボックスツーボックスコント
ロールリンクおよびデータリンクはクラスタ内の仮想接続を経由します。スイッチ（ESXiL2SW
など）を使用して接続された 2つの冗長CiscoCSR 1000vルータがボックスツーボックス高可用性
ペアを形成します。それぞれの Cisco CSR 1000vルータ上の LANインターフェイスは SWスイッ
チに直接接続され、クラスタUCSの 2つの物理NICは外部ネットワークと通信するために SWス
イッチに接続されます。

設定および設定例について詳しくは、「ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の設

定」モジュールを参照してください。

Cisco CSR1000v ルータのファイアウォールボックスツー
ボックスハイアベイラビリティサポートの設定例

例：Cisco CSR1000v ルータのファイアウォールボックスツーボックス
ハイアベイラビリティの設定

次に、冗長アプリケーショングループ、冗長グループプロトコル、仮想 IPアドレスと冗長イン
ターフェイス識別子、および制御インターフェイスとデータインターフェイスを設定する例を示

します。

!Configures a redundancy application group
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
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Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name group1
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover-threshold 50
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# track 200 decrement 200
Device(config-red-app-grp)# exit

!Configures a redundancy group protocol
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 3 holdtime 9
Device(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 timeout 100
Device(config-red-app-prtcl)# bfd
Device(config-red-app-prtcl)# end

! Configures a Virtual IP Address and Redundant Interface Identifier
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet0/1/1
Device(conf-if)# redundancy rii 600
Device(config-if)# redundancy group 2 ip 10.2.3.4 exclusive decrement 200
Device(config)# redundancy
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet0/0/0
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet0/0/2 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# end

!Configures control and data interfaces
Device# configure terminal
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app-grp)# group 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/0
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 0/0/2 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# end

Cisco CSR1000v ルータのファイアウォールボックスツー
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関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands A to C』

•『Security Command Reference: Commands D to L』

•『Security Command Reference: Commands M to R』

•『Security Command Reference: Commands S to Z』

セキュリティコマンド

•ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性の設定
ファイアウォールステート

フルシャーシ間冗長性
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

Cisco CSR1000v ルータのファイアウォールボックスツー
ボックスハイアベイラビリティに関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 14：ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関する機能情報

機能情報リリース機能名

Cisco CSR1000vルータに対するファイア
ウォールボックスツーボックスハイアベイ

ラビリティ機能を使用すれば、CiscoCSR1000v
ルータのペアを互いのバックアップとして機

能するように設定することができます。

Cisco IOSXEリリース
3.14S

Cisco CSR1000vルータに
対するファイアウォール

ボックスツーボックスハ

イアベイラビリティ
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第 13 章

ICMP のファイアウォールステートフルイ
ンスペクション

ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションは、InternetControlManagement Protocol
バージョン4（ICMPv4）メッセージを悪意のあるメッセージまたは無害なメッセージのいずれか
に分類する機能です。ファイアウォールではステートフルインスペクションを使用して、プラ

イベートネットワーク内で生成された無害な ICMPv4メッセージを信頼し、関連付けられた ICMP
応答がネットワーク内に入ることを許可します。ICMPのファイアウォールステートフルインス
ペクション機能は、侵入者がネットワークに入り込まないよう ICMPを使用してネットワークの
問題をデバッグするネットワーク管理者に役立ちます。

このモジュールでは、ICMPv4メッセージのファイアウォールステートフルインスペクションの
概要を紹介し、ICMPv4メッセージを検査するようにファイアウォールを設定する方法を説明し
ます。

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションの前提条件, 245 ページ

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションの制約事項, 246 ページ

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションについて, 246 ページ

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションの設定方法, 248 ページ

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションの設定例, 254 ページ

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションに関する追加情報, 254 ページ

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションに関する機能情報, 255 ページ

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクショ
ンの前提条件

• ICMPのファイアウォールステートフルインスペクション機能を設定するには、その前に、
シスコファイアウォールを設定する必要があります。
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•ネットワークで、すべての ICMPトラフィックにセキュリティアプライアンスインターフェ
イスのパススルーが許可される必要があります。

•セキュリティアプライアンスのインターフェイスで終端する ICMPトラフィックに対してア
クセスルールを設定する必要があります。

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクショ
ンの制約事項

この機能はUDP tracerouteユーティリティとは連動しません。この場合、ICMPパケットの代わり
にUDPデータグラムが送信されます。UDP tracerouteはUNIXシステムのデフォルトです。UNIX
ホストでファイアウォールによって検査される ICMP tracerouteパケットが生成されるようにする
には、tracerouteコマンドで「-I」オプションを使用します。

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクショ
ンについて

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクションの概要
InternetControlManagement Protocol（ICMP）は、ネットワークに関する情報を提供し、ネットワー
ク内のエラーを報告するネットワークプロトコルです。ネットワーク管理者は ICMPを使用して、
ネットワークの接続上の問題をデバッグします。ICMPを使用してプライベートネットワークの
トポロジを発見する可能性がある侵入者から保護するために、プライベートネットワーク内に入

らないように ICMPv4メッセージをブロックすることはできますが、その場合、ネットワーク管
理者がネットワークをデバッグできなくなります。

シスコルータでアクセスコントロールリスト（ACL）を使用することで、ICMPv4メッセージを
完全に許可または拒否するように設定できます。ICMPv4メッセージに対して ACLを使用する場
合、メッセージのインスペクションが、設定済みの allowまたは denyアクションよりも優先され
ます。

IPプロトコルを使用する ICMPv4メッセージは、次の 2つのタイプに分類することができます。

•単純な要求/応答メカニズムを使用する情報メッセージ。

• IPパケットの配信中に何らかのエラーが発生したことを示すエラーメッセージ。
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ICMP攻撃で宛先到達不能エラーメッセージが使用されないようにするため
に、1つのセッションにつき 1つの宛先到達不能メッセージだけがファイア
ウォールで許可されます。

ファイアウォールを経由する UDPセッションを処理しているホストが、宛先
到達不能メッセージを含む ICMPエラーパケットを生成する場合があります。
その場合、そのセッションでは 1つの宛先到達不能メッセージだけがファイ
アウォールの通過を許可されます。

（注）

サポートされている ICMPv4パケットタイプは以下のとおりです。

表 15：ICMPv4 パケットタイプ

説明名前パケットタイプ

エコー要求（タイプ 8）に対する応答。エコー応答0

どの要求にも可能性のある応答。到達不能3

pingまたは traceroute要求。エコー要求8

パケットの存続可能時間（TTL）のサイズ
がゼロの場合の応答。

時間超過11

要求。タイムスタンプ要求13

タイムスタンプ要求（タイプ 13）に対する
応答。

タイムスタンプ応答14

ICMPv4パケットタイプ 0と 8は宛先に対する pingに使用されます。送信元がエコー要求パケッ
トを送信すると、宛先はエコー応答パケットで応答します。パケットタイプ0、8、および11は、
ICMPv4 tracerouteに使用されます（つまり、送信されるエコー要求パケットは、TTLサイズ 1で
開始されます）。TTLサイズはホップごとに増分されます。エコー要求パケットに対し、中間ホッ
プは時間超過パケットで応答し、最終宛先はエコー応答パケットで応答します。

ICMPv4エラーパケットが組み込みパケットである場合、その組み込みパケットは、該当するパ
ケットに対して設定されたプロトコルとポリシーに応じて処理されます。たとえば、組み込みパ

ケットが TCPパケットであり、そのパケットに対して dropアクションが設定されている場合、
ICMPv4では passアクションを設定しているとしても、この組み込みパケットはドロップされま
す。

次のシナリオで、ICMPv4パケットがファイアウォールをパススルーするプロセスを説明します。

1 ICMPv4パケットが送信元インターフェイスに到達します。ファイアウォールは、パケットの
送信元アドレスと宛先アドレスを変更せずにそのまま使用して、パケットインスペクションを
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実行します。ファイアウォールは IPアドレス（送信元と宛先）、ICMPタイプ、およびプロト
コルを使用してセッションキーの作成およびルックアップを行います。

2 パケットがファイアウォールインスペクションに合格します。

3 リターントラフィックが宛先インターフェイスから戻ると、ファイアウォールは ICMPv4メッ
セージタイプに応じてセッションルックアップキーを作成します。

4 応答メッセージが情報メッセージの場合、ファイアウォールはパケットの送信元アドレス

と宛先アドレスを変更せずにそのまま使用して、パケットインスペクションを実行します。

ここで、宛先ポートは ICMPv4メッセージの要求タイプです。

1

2 応答メッセージが ICMPv4エラーメッセージの場合、ファイアウォールは ICMPエラーパ
ケットに含まれるペイロードパケットを使用して、セッションルックアップ用のセッショ

ンキーを作成します。

5 ファイアウォールセッションルックアップが成功すると、パケットはファイアウォールイン

スペクションに合格します。

ICMP インスペクションチェック
ICMPの戻りパケットは、アクセスコントロールリスト（ACL）ではなくインスペクションコー
ドによってチェックされます。インスペクションコードは各出力パケットの宛先アドレスをト

ラッキングし、返されるそれぞれのパケットをチェックします。エコー応答とタイムスタンプ応

答のパケットについては、リターンアドレスがチェックされます。到達不能パケットおよび時間

超過パケットについては、パケットデータから目的の宛先アドレスが抽出されてチェックされま

す。

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクショ
ンの設定方法

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクションの設定
次の項目を含む、ICMPのファイアウォールステートフルインスペクションを設定しするには、
この作業を実行します。

• ICMPトラフィックに一致するクラスマップ。

•検査アクションを含むポリシーマップ。

•セキュリティゾーンおよびゾーンペア（ファイアウォールポリシーマップをゾーンペアに
アタッチするために必要）。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. access-listaccess-list-number{deny | permit} icmpsource source-wildcarddestination destination-wildcard
4. class-map type inspectclass-map-name
5. match protocolprotocol-name
6. exit
7. policy-map type inspectpolicy-map-name
8. classclass-map-name
9. inspect
10. exit
11. exit
12. zone securityzone-name
13. exit
14. zone-pair securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone
15. service-policy type inspectpolicy-map-name
16. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

拡張 IPアクセスリストを定義します。access-listaccess-list-number{deny | permit} icmpsource
source-wildcarddestination destination-wildcard

ステップ 3   

例：
Device(config)# access-list 102 permit icmp 192.168.0.1
255.255.255.0 192.168.2.22 255.255.255.0
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目的コマンドまたはアクション

アクションの実行対象となるクラスを定

義し、QoSクラスマップコンフィギュ
レーションモードを開始します。

class-map type inspectclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect c1

ステップ 4   

指定されたプロトコルに基づき、クラス

マップの一致基準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol icmp

ステップ 5   

QoSクラスマップコンフィギュレー
ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 6   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

プロトコル固有の検査タイプポリシー

マップを作成し、QoSポリシーマップ
policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect p1

ステップ 7   

コンフィギュレーションモードを開始

します。

アクションの実行対象となるクラスを定

義し、QoSポリシーマップクラスコン
classclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class c1

ステップ 8   

フィギュレーションモードを開始しま

す。

ステートフルパケットインスペクショ

ンをイネーブルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 9   

QoSポリシーマップクラスコンフィ
ギュレーションモードを終了し、QoS

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 10   

ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

QoSポリシーマップコンフィギュレー
ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 11   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security z1

ステップ 12   

•設定では送信元ゾーンと宛先ゾー
ンという、ゾーンペアを作成する
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目的コマンドまたはアクション

ための 2つのセキュリティゾーン
が必要です。

•ゾーンペアでは、送信元ゾーンま
たは宛先ゾーンとしてデフォルト

ゾーンを使用できます。

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 13   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

インターフェイスを割り当てることがで

きるゾーンペアを作成し、セキュリティ

zone-pair
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security inout source z1
destination z2

ステップ 14   

ゾーンペアコンフィギュレーション

モードを開始します。

ファイアウォールポリシーマップを

ゾーンペアに付加します。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
p1

ステップ 15   

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権EXEC
モードを開始します。

end

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 16   

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクションの確認
次に示す showコマンドは任意の順序で入力できます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. show ip access-lists
3. show policy-map type inspectpolicy-map-name
4. show policy-map type inspect zone-pairzone-pair-name
5. show zone securityzone-name
6. show zone-pair security[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]
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手順の詳細

ステップ 1 イネーブル化

例：
Device> enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 show ip access-lists

例：
Device# show ip access-lists

指定されたポリシーマップに関する情報を表示します。

ステップ 3 show policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device# show policy-map type inspect p1

指定されたポリシーマップに関する情報を表示します。

ステップ 4 show policy-map type inspect zone-pairzone-pair-name

例：
Device# show policy-map type inspect zone-pair inout

ゾーンペアのランタイム検査タイプポリシーマップ統計情報を表示します。

ステップ 5 show zone securityzone-name

例：
Device# show zone security z1

ゾーンセキュリティ情報を表示します。

ステップ 6 show zone-pair security[sourcesource-zonedestinationdestination-zone]

例：
Device# show zone-pair security source z1 destination z2

送信元および宛先のゾーンとゾーンペアに付加されたポリシーを表示します。
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例：

次に示す show ip access-listsコマンドの出力例は、ホストから pingパケットのみが発行された
ICMPセッションに対して ACLが作成されるしくみを示します。
Device# show ip access-lists

Extended IP access list 102
permit icmp any host 192.168.133.3 time-exceeded
permit icmp any host 192.168.133.3 unreachable
permit icmp any host 192.168.133.3 timestamp-reply
permit icmp any host 192.168.133.3 echo-reply (4 matches)

show policy-map type inspect p1コマンドの出力例を次に示します。
Device# show policy-map type inspect p1

Policy Map type inspect p1
Class c1
Inspect

show policy-map type inspect zone-pair inoutコマンドの出力例を次に示します。
Device# show policy-map type inspect zone-pair inout

Zone-pair: inout
Service-policy : p1
Class-map: c1 (match-all)
Match: protocol icmp
Inspect
Session creations since subsystem startup or last reset 0
Current session counts (estab/half-open/terminating) [0:0:0]
Maxever session counts (estab/half-open/terminating) [0:0:0]
Last session created never
Last statistic reset never
Last session creation rate 0
half-open session total 0

Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Drop
0 packets, 0 bytes

show zone securityコマンドの出力例を次に示します。
Device# show zone security

zone self
Description: System defined zone

show zone-pair securityコマンドの出力例を次に示します。
Device# show zone-pair security source z1 destination z2

zone-pair name inout
Source-Zone z1 Destination-Zone z2
service-policy p1
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ICMP のファイアウォールステートフルインスペクショ
ンの設定例

例：ICMP のファイアウォールステートフルインスペクションの設定
Device# configure terminal
Device(config)# access-list 102 permit icmp 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.2.22
255.255.255.0
Device(config)# class-map type inspect c1
Device(config-cmap)# match protocol icmp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect p1
Device(config-pmap)# class c1
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit
Device(config)# zone security z1
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z2
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security inout source z1 destination z2
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect p1
Device(config-sec-zone-pair)# end

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクショ
ンに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands A to C』

•『Security Command Reference: Commands D to L』

•『Security Command Reference: Commands M to R』

•『Security Command Reference: Commands S to Z』

セキュリティコマンド

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

254

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクション
ICMP のファイアウォールステートフルインスペクションの設定例

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


標準と RFC

タイトル標準/RFC

『Internet Control Message Protocol』RFC 792

『Internet Standard Subnetting Procedure』RFC 950

『AssignedNumbers』RFC 1700

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ICMP のファイアウォールステートフルインスペクショ
ンに関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 16：ICMP のファイアウォールステートフルインスペクションに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ICMPのファイアウォールステートフ
ルインスペクション機能は、ICMPv4
メッセージを「悪意のある」と「無害」

のどちらかに分類します。ファイア

ウォールは、ステートフルインスペク

ションを使用して、プライベートネッ

トワーク内で生成された無害の ICMP
メッセージを信頼し、関連する ICMP
応答のエントリを許可します。

Cisco IOS XEリリース 2.1

Cisco IOS XEリリース 3.2S

ICMPのファイアウォール
ステートフルインスペク

ション
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第 14 章

Skinny Client Control Protocol のファイア
ウォールサポート

Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサポート機能は、Cisco IOS XEファイアウォー
ルで VoIPと Skinny Client Control Protocol（SCCP）をサポートできるようにします。Cisco IP電
話は、SCCPを使用して Cisco Unified Communications Managerに接続および登録を行います。ス
ケーラブルな環境で IP電話と Cisco Unified Communications Manager間の Cisco IOS XEファイア
ウォールを設定できるようにするには、ファイアウォールがSCCPを検出して、メッセージ内で
渡される情報を理解できる必要があります。Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサ
ポート機能によって、ファイアウォールは、Skinnyクライアント（IP電話など）とCiscoUnified
Communications Manager間で交換される Skinnyコントロールパケットを検査し、Skinnyデータ
チャネルがルータを通過できるようにルータを設定します。この機能は、ビデオチャネルに対

応するように SCCPのサポートを拡張します。

• 機能情報の確認, 257 ページ

• Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサポートに関する前提条件, 258 ページ

• Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサポートに関する制約事項, 258 ページ

• Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサポートに関する情報, 258 ページ

• Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサポートの設定方法, 261 ページ

• Skinny Control Protocolのファイアウォールサポートの設定例, 266 ページ

• Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサポートに関する追加情報, 267 ページ

• Skinny Client Control Protocolのファイアウォールサポートに関する機能情報, 268 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ
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ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポー
トに関する前提条件

•システムは、Cisco IOS XEリリース 2.1以降のリリースを実行している必要があります。

• SCCPアプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）が機能するためにはファイアウォール
を有効にする必要があります。

• SCCPが機能するためには TFTP ALGを有効にする必要があります。これは、Skinnyを使用
する IP電話には Cisco Unified Communications Managerからの TFTPコンフィギュレーション
ファイルが必要なためです。

Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポー
トに関する制約事項

• IPv6アドレスのインスペクションと変換はサポートされません。

• TCPセグメンテーションはサポートされません。

Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポー
トに関する情報

アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションレイヤゲートウェイとも
呼ばれ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーショ
ンです。ALGは、アプリケーションレイヤプロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネッ
トワークアドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクション
は、ファイアウォールおよびNATの設定に応じて次の 1つまたは複数のアクションになります。

•クライアントアプリケーションが、ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用してサーバ
アプリケーションと通信できるようにします。
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•アプリケーション固有のコマンドを認識し、これらのコマンドに対するきめ細かいセキュリ
ティ制御を提供します。

•データ交換を行う 2つのホスト間の複数のデータストリームまたはデータセッションを同
期します。

•アプリケーションペイロードで使用できるネットワーク層アドレス情報を変換します。

ファイアウォールがピンホールを開き、アプリケーションレイヤデータストリームの送信元 IP
アドレスおよび宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックに対する変換サービ
スをNATが実行します。IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションに
は ALGのサポートが必要です。

SCCP インスペクションの概要
SCCPインスペクションでは、Cisco Unified Communications Managerを使用して、2つの SCCPク
ライアント間での音声通信が可能です。Cisco Unified Communications Managerは TCPポート 2000
（デフォルトのSCCPポート）を使用して、SCCPクライアントにサービスを提供します。初めに
SCCPクライアントはTCP接続を確立することでプライマリCiscoUnified CommunicationsManager
に接続し、その後、使用可能であればセカンダリ Cisco Unified Communications Managerに接続し
ます。TCP接続が確立された後、SCCPクライアントはプライマリ Cisco Unified Communications
Managerに登録されます。プライマリ Cisco Unified Communications Managerはリブートするか、
またはキープアライブ障害が発生するまで、制御 Cisco Unified Communications Managerとして使
用されます。したがって、SCCPクライアントと Cisco Unified Communications Manager間の TCP
接続は永続的に存在し、クライアントとのコールを確立するために使用されます。TCP接続が失
敗すると、セカンダリCiscoUnifiedCommunicationsManagerが使用されます。最初のCiscoUnified
Communications Managerと確立されたすべてのデータチャネルは、コールの終了後に閉じられる
までアクティブのままです。

SCCPプロトコルは、ローカルで生成または終了したSCCP制御チャネルを検査し、ファイアウォー
ルを送信先または送信元とするメディアチャネルのピンホールを開閉します。ピンホールは、保

護されたネットワークに対するアプリケーションで制御されたアクセスを可能するために、ファ

イアウォールを通じて開かれるポートです。

データセッションの開閉に必要なメッセージのセットを下の表に示します。SCCPインスペクショ
ンは、アクセスリストピンホールを開閉するために使用されるデータセッションを検査します。

表 17：SCCP データセッションメッセージ

説明Skinny インスペクションメッセージ

コールを中断する必要があることを示します。

このメッセージが受信されると、ファイア

ウォールおよび NATにより作成されたすべて
の中間セッションはクリーンアップする必要が

あります。

CloseReceiveChannel
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説明Skinny インスペクションメッセージ

電話機が Cisco Unified Communications Manager
から受信したOpenReceiveChannelメッセージを
確認していることを示します。

OpenReceiveChannelACK

コールの送信元または宛先である電話のRealtime
Transport Protocol（RTP）情報が含まれます。
メッセージには、IPアドレス、他方の電話が
リッスンしているRTPポート、およびコールを
一意に識別するコール IDが含まれます。

StartMediaTransmission

通話が終了したことを表します。このメッセー

ジを受信した後、セッションをクリーンアップ

することができます。

StopMediaTransmission

Skinnyクライアント（このメッセージ中の情報
に基づく）に受信チャネルを閉じるように指示

します。

StationCloseReceiveChannel

このメッセージを送信するSkinnyクライアント
の IPアドレスおよびポート情報が含まれます。
また、クライアントがビデオおよびデータチャ

ネルを受信する用意があるかどうかのステータ

スも含まれます。

StationOpenMultiMediaReceiveChannelAck

このメッセージを送信するSkinnyクライアント
の IPアドレスおよびポート情報が含まれます。
このメッセージには、クライアントが音声トラ

フィックを受信する用意があるかどうかのス

テータスも含みます。

StationOpenReceiveChannelAck

リモート Skinnyクライアントの IPアドレスお
よびポート情報を含みます。

StationStartMediaTransmission

Cisco Unified Communications Managerがビデオ
またはデータチャネルのOpenLogicalChannelAck
メッセージを受信したことを示します。

StationStartMultiMediaTransmit

Skinnyクライアント（このメッセージ中の情報
に基づく）に音声トラフィックの送信を停止す

るように指示します。

StationStopMediaTransmission

Skinnyクライアント（このメッセージ中の情報
に基づく）に指定されたセッションを終了する

ように指示します。

StationStopSessionTransmission
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ALG--SCCP バージョン 17 サポート
ALG - SCCPバージョン 17サポート機能は、SCCP ALGで SCCPバージョン 17パケットを解析で
きるようにします。Cisco Unified Communications Manager 7.0および Cisco Unified Communications
Manager 7.0を使用する IPフォンでは、SCCPバージョン 17のメッセージだけがサポートされて
います。IPv6に対応するため、SCCPの形式はバージョン 17から変更されました。SCCP ALG
は、メッセージのプレフィックス内の SCCPバージョンをチェックしてから、バージョンに応じ
て解析します。SCCPメッセージのバージョンはメッセージヘッダーから抽出され、バージョン
が 17よりも大きい場合そのメッセージはバージョン 17形式を使用して解析され、IPv4アドレス
およびポート情報が抽出されます。SCCP ALGは、SCCPメッセージの IPv4アドレス情報の検査
および変換をサポートしています。

IPv6アドレスの検査および変換はサポートされていません。（注）

次の SCCP ALG処理メッセージの IPアドレス形式は、バージョン 17で変更されました。

• StationOpenMultiMediaReceiveChannelAck

• StationOpenReceiveChannelAckMessage

• StationRegisterMessage

• StationStartMediaTransmissionAckMessage

• StationStartMultiMediaTransmissionAckMessage

• StationStartMediaTransmissionMessage

• StationStartMultiMediaTransmissionMessage

Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポー
トの設定方法

Skinny クラスマップとポリシーマップの設定
ファイアウォール設定で（match protocolコマンドを使用して）SCCPをイネーブルにする場合、
（match protocolコマンドを使用して）TFTPをイネーブルにする必要があります。そうしない
と、SCCPを使用する IPフォンは Cisco Unified Communications Managerと通信できません。SCCP
は、Cisco Unified Communications Managerを使用して、2つの Skinnyクライアント間の音声通信
を可能にします。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. matchprotocolprotocol-name
6. exit
7. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
8. classtypeinspectclass-map-name
9. inspect
10. exit
11. classclass-default
12. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Router> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

検査タイプクラスマップを作成し、クラスマップ

コンフィギュレーションモードを開始します。

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name

例：
Router(config)# class-map type inspect
match-any cmap1

ステップ 3   

Skinnyクラスマップの一致基準を設定します。matchprotocolprotocol-name

例：
Router(config-cmap)# match protocol skinny

ステップ 4   

TFTPクラスマップの一致基準を設定します。matchprotocolprotocol-name

例：
Router(config-cmap)# match protocol tftp

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：
Router(config-cmap)# exit

ステップ 6   

検査タイプポリシーマップを作成し、ポリシーマッ

プコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Router(config)# policy-map type inspect
pmap1

ステップ 7   

アクションを実行するクラスを指定し、ポリシーマッ

プクラスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

classtypeinspectclass-map-name

例：
Router(config-pmap)# class type inspect
cmap1

ステップ 8   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブ

ルにします。

inspect

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステップ 9   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

exit

例：
Router(config-pmap-c)# exit

ステップ 10   

これらのポリシーマップ設定が事前に定義したデフォ

ルトクラスに適用されることを指定します。

classclass-default

例：
Router(config-pmap)# class class-default

ステップ 11   

•設定済みクラスマップの一致基準のいずれとも
トラフィックが一致しない場合、事前に定義さ

れたデフォルトクラスに誘導されます。

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config-pmap)# end

ステップ 12   
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ゾーンペアの設定および SCCP ポリシーマップのアタッチ

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. zonesecurity {zone-name | default}
4. exit
5. zonesecurity {zone-name | default}
6. exit
7. zone-pairsecurityzone-pair-name [source {source-zone-name | self | default} destination

[destination-zone-name | self | default]]
8. service-policytypeinspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetypenumber
11. zone-membersecurityzone-name
12. exit
13. interfacetypenumber
14. zone-membersecurityzone-name
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Router> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Router(config)# zone security zone1

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Router(config)# zone security zone2

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

zone-pairsecurityzone-pair-name [source
{source-zone-name | self | default}
destination [destination-zone-name | self |
default]]

ステップ 7   

ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定する

必要があります。

（注）

例：
Router(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾーンペアに付加

します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Router(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect pmap1

ステップ 8   

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、

トラフィックはデフォルトでドロップされます。

（注）

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Router(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 10   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Router(config-if)# zone-member
security zone1

ステップ 11   

インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバー

にした場合、方向に関係なくインターフェイスを

通過するすべてのトラフィック（ルータ宛のトラ

フィックまたはルータ発信のトラフィックを除く）

が、デフォルトでドロップされます。トラフィッ

クがインターフェイス通過するには、ゾーンをポ

リシーの適用先のゾーンペアの一部にする必要が

あります。ポリシーがトラフィックを許可すると、

トラフィックはそのインターフェイスを通過でき

ます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 12   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Router(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 13   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Router(config-if)# zone-member
security zone2

ステップ 14   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 15   

Skinny Control Protocol のファイアウォールサポートの設
定例

例：SCCP クラスマップとポリシーマップの設定
Router# configure terminal
Router(config)# class-map type inspect match-any cmap1
Router(config-cmap)# match protocol skinny
Router(config-cmap)# match protocol tftp
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map type inspect pmap1
Router(config-pmap)# class type inspect cmap1
Router(config-pmap-c)# inspect
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap)# end

例：ゾーンペアの設定と SCCP ポリシーマップのアタッチ
Router# configure terminal
Router(config)# zone security zone1
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Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone security zone2
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone-pair security in-out source zone1 destination zone2
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect pmap1
Router(config-sec-zone-pair)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)# zone-member security zone1
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Router(config-if)# zone-member security zone2
Router(config-if)# end

Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポー
トに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Commands List, All
Releases』

Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポー
トに関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 18：Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ALG - SCCPバージョン 17サ
ポート機能は、SCCP ALGで
SCCPバージョン 17パケット
を解析できるようにします。

SCCP形式はバージョン 17か
ら IPv6をサポートするように
変更されました。

Cisco IOS XEリリース 3.5SALG - SCCP V17サポート

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

268

Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポート
Skinny Client Control Protocol のファイアウォールサポートに関する機能情報

http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


機能情報リリース機能名

SCCPは、Cisco Unified
CommunicationsManagerを使用
して、2つのSkinnyクライアン
ト間の音声通信を可能にしま

す。この機能は、Ciscoファイ
アウォールで、Skinnyクライア
ントと Cisco Unified
CommunicationsManager間で交
換される Skinny制御パケット
を検査できるようにします。

次のコマンドが変更されまし

た。matchprotocol。

Cisco IOS XEリリース 2.4ファイアウォール：SCCPビデ
オ ALGサポート

Skinny Client Control Protocolの
ファイアウォールサポート機

能は、Cisco IOS XEファイア
ウォールで VoIPと SCCPをサ
ポートできるようにします。

Cisco IP電話は、SCCPを使用
して Cisco Unified
CommunicationsManagerに接続
および登録を行います。スケー

ラブルな環境で IP電話とCisco
Unified CommunicationsManager
間の Cisco IOS XEファイア
ウォールを設定できるようにす

るには、ファイアウォールが

SCCPを検出して、メッセージ
内で渡される情報を理解できる

必要があります。Skinny Client
Control Protocolのファイア
ウォールサポート機能によっ

て、ファイアウォールは、

Skinnyクライアント（IP電話
など）と Cisco Unified
CommunicationsManager間で交
換される Skinnyコントロール
パケットを検査し、Skinnyデー
タチャネルがルータを通過で

きるようにルータを設定しま

す。この機能は、ビデオチャ

ネルに対応するようにSCCPの
サポートを拡張します。

Cisco IOS XEリリース 2.1Skinny Client Control Protocolの
ファイアウォールサポート
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第 15 章

VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャ
の設定

VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ機能を使用すると、アクセスコントロールリスト
（ACL）、ネットワークアドレス変換（NAT）、ポリシング、ゾーンベースファイアウォール
などのサービスを、2つの異なる仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを通過する
トラフィックに適用できます。VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）インター
フェイスは、ルートプロセッサ（RP）と転送プロセッサ（FP）の冗長性、IPSec、および IPv4
と IPv6のユニキャストおよびマルチキャストトラフィックをサポートします。

このモジュールでは、VASIインターフェイスを設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 271 ページ

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャに関する制約事項, 272 ページ

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定について, 272 ページ

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定方法, 275 ページ

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定例, 277 ページ

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定に関する追加情報, 285 ページ

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定に関する機能情報, 286 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャに関する制
約事項

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）インターフェイス経由のマルチプロ
トコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックはサポートされません。

• VASIインターフェイスは、キューベース機能のアタッチメントをサポートしません。以下
のコマンドは、VASIインターフェイスにアタッチされたモジュラQoSCLI（MQC）ポリシー
でサポートされません。

• bandwidth(policy-mapclass)

• fair-queue

• priority

• queue-limit

• random-detect

• shape

• VASI 2000ペアは、Open Shortest Path First（OSPF）でサポートされていません。

• Web Cache Communication Protocol（WCCP）はサポートされていません。

VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定につ
いて

VASI の概要
VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）を使用すると、ファイアウォール、IPSec、
およびネットワークアドレス変換（NAT）などのサービスを、異なる仮想ルーティングおよび転
送（VRF）インスタンスを横断するトラフィックに適用できます。VASIは仮想インターフェイス
のペアを使用して実行され、ペア内の各インターフェイスは別のVRFインスタンスに関連付けら
れます。VASI仮想インターフェイスは、これら 2つの VRFインスタンス間で切り替える必要が
ある、すべてのパケットのネクストホップインターフェイスです。VASIインターフェイスは、
VRFインスタンス間にファイアウォールまたは NATを設定するためのフレームワークを提供し
ます。
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各インターフェイスペアは、異なる 2つのVRFインスタンスに関連付けられています。ペアリン
グは、vasileftインターフェイスが自動的に vasirightインターフェイスへのペアとなるように、2
つのインターフェイスのインデックスに基づいて自動的に行われます。たとえば、下の図では、

vasileft1と vasiright1は自動的にペアになり、vasileft1に入るパケットは vasiright1に内部的に渡さ
れます。

VASIインターフェイスでは、内部ボーダーゲートウェイプロトコル（IBGP）、Enhanced Interior
Gateway Routing Protocol（EIGRP）、および Open Shortest Path First（OSPF）を使用して、スタ
ティックルーティングまたはダイナミックルーティングのいずれかを設定できます。IBGPダイ
ナミックルーティングプロトコルの制約事項とコンフィギュレーションは、VASIインターフェ
イス間の IBGPルーティングコンフィギュレーションで有効です。

次の図は、同じデバイスの VRF間 VASI設定を示しています。

図 23：VRF 間 VASI 設定

VRF間 VASIが同じデバイス上で設定されている場合、パケットフローは次の順序で発生しま
す。

1 パケットがVRF1（ギガビットイーサネット0/2/0.3）に属する物理インターフェイスに入りま
す。

2 パケットを転送する前に、VRF1ルーティングテーブルでフォワーディングルックアップが実
行されます。Vasileft1がネクストホップとして選択され、存続可能時間（TTL）値がパケット
から引かれます。通常、フォワーディングアドレスはVRFのデフォルトルートに基づいて選
択されます。ただし、フォワーディングアドレスはスタティックルートまたは学習したルー

トになる可能性もあります。パケットは vasileft1の出力パスに送信されてから、vasiright1入力
パスに自動的に送信されます。

3 パケットが vasiright1に入ると、VRF 2ルーティングテーブルでフォワーディングルックアッ
プが実行され、TTLが再度減らされます（このパケットでは 2回目）。

4 VRF 2はパケットを物理インターフェイス、ギガビットイーサネット 0/3/0.5へ転送します。

次の図は VASIがマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPN設定で機能するしくみを
示します。
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次の図で、MPLSはギガビットイーサネットインターフェイスで有効になっていますが、MPLS
トラフィックは VASIペア間ではサポートされていません。

（注）

図 24：MPLS VPN 設定を使用する VASI

VASIがマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPNを使用して設定されている場合、
パケットフローは次の順序で発生します。

1 パケットが VPNラベルを持つMPLSインターフェイスに到着します。

2 VPNラベルがパケットから取り除かれ、VRF2でフォワーディングルックアップが実行され、
パケットが vasiright1に転送されます。TTL値がパケットから引かれます。

3 パケットが入力パスの vasileft1に入り、別のフォワーディングルックアップがVRF1で行われ
ます。パケットがVRF1の出力物理インターフェイス（ギガビットイーサネット0/2/0.3）に送
信されます。TTLがパケットから再度減らされます。

VASI でのマルチキャストおよびマルチキャスト VPN
VRF対応サービスインフラストラクチャ（VASI）は、ゾーンベースファイアウォール、ネット
ワークアドレス変換（NAT）、IPsecなどのサービスを、異なる Virtual Routing and Forwarding
（VRF）インスタンスの間を移動するトラフィックに適用します。VASI上のマルチキャストと
MVPN機能は、VASIインターフェイスで IPv4と IPv6のマルチキャストとマルチキャスト VPN
（MVPN）をサポートします。この機能は、顧客サイトで設定されたマルチキャストモード（Sparse
や Source-Specific Multicast（SSM）など）や、コアネットワーク内のMVPNモード（Generic
Routing Encapsulation（GRE）ベースまたはMulticast Label Distribution Protocol（MLDP）ベース）
に影響されません。

マルチキャストは単一の情報ストリームを場合によっては何千もの受信者に同時に配信すること

によって、ネットワーク内のトラフィックを削減します。マルチキャストは送信元または受信者

に負荷をかけることなくアプリケーションから複数の受信者にソーストラフィックを配信するた

め、最小限のネットワーク帯域幅が使用されることになります。マルチキャスト VPN（MVPN）
機能は、レイヤ 3 VPN上でマルチキャストをサポートできるようにします。
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VASIの実装に使用する仮想インターフェイスのペアは、それぞれに異なる VRFに関連付けられ
ます。VASI仮想インターフェイスは、この 2つの VRF間でスイッチングする必要があるすべて
のパケットのネクストホップインターフェイスになります。VASIインターフェイスは仮想イン
ターフェイスであり、IPアドレスや、他の論理インターフェイスなどの他のサービスを設定でき
ます。この機能を有効にするには、VASIインターフェイスペアでマルチキャストを有効にする
必要があります。

VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定方法

VASI インターフェイスペアの設定
VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）ペアを設定するには、1つのインターフェ
イスで interface vasileftコマンドを設定し、2番目のインターフェイスで interface vasirightコマ
ンドを設定する必要があります。vasileftを vasirightとペアにするにはインターフェイス番号を同
じにする必要があります。任意のVASIインターフェイスでVirtual Routing and Forwarding（VRF）
インスタンスを設定できます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. interfacetype number
4. vrfforwarding table-name
5. ipaddress {ip-addressmask [secondary] | poolpool-name}
6. exit
7. iproute[vrfvrf-name]destination-prefixdestination-prefix-maskinterface-type interface-number
8. interfacetype number
9. vrfforwardingtable-name
10. ipaddress {ip-addressmask [secondary] | poolpool-name}
11. exit
12. iproute[vrfvrf-name]destination-prefixdestination-prefix-maskinterface-type interface-number
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにし
ます。

イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求
された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VASIインターフェイスを設定し、
インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface vasileft 100

ステップ 3   

•この例では、vasileftインター
フェイスが設定されます。

VRFテーブルを設定します。vrfforwarding table-name

例：
Device(config-if)# vrf forwarding VRFLEFT

ステップ 4   

任意の VASIインターフェ
イスで VRF転送を設定で
きます。両方の VASIイン
ターフェイスで VRFイン
スタンスを設定する必要は

ありません。

（注）

インターフェイスのプライマリ IPア
ドレスまたはセカンダリ IPアドレス
を設定します。

ipaddress {ip-addressmask [secondary] | poolpool-name}

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバル

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6   

コンフィギュレーションモードに入

ります。

VRFインスタンスおよび VASIイン
ターフェイスのスタティックルート

を確立します。

iproute[vrfvrf-name]destination-prefixdestination-prefix-maskinterface-type
interface-number

例：
Device(config)# ip route vrf VRFLEFT
172.16.0.0 255.255.0.0 VASILEFT 100

ステップ 7   

VRFインスタンスの IP
ルートを追加するには、

vrfキーワードを指定する
必要があります。

（注）

VASIインターフェイスを設定し、
インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface vasiright 100

ステップ 8   

•この例では、vasirightインター
フェイスが設定されます。
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目的コマンドまたはアクション

VRFテーブルを設定します。vrfforwardingtable-name

例：
Device(config-if)# vrf forwarding VRFRIGHT

ステップ 9   

インターフェイスのプライマリ IPア
ドレスまたはセカンダリ IPアドレス
を設定します。

ipaddress {ip-addressmask [secondary] | poolpool-name}

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ステッ

プ 10   

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバル

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステッ

プ 11   
コンフィギュレーションモードに入

ります。

VRFインスタンスおよび VASIイン
ターフェイスのスタティックルート

を確立します。

iproute[vrfvrf-name]destination-prefixdestination-prefix-maskinterface-type
interface-number

例：
Device(config)# ip route vrf VRFRIGHT
10.0.0.0 255.0.0.0 VASIRIGHT 100

ステッ

プ 12   

VRFインスタンスの IP
ルートを追加するには、

vrfキーワードを指定する
必要があります。

（注）

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：
Device(config)# end

ステッ

プ 13   

VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定例

例：VASI インターフェイスペアの設定
Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスは、VASIペア（VASILEFTと VASIRIGHT）
のインターフェイスごとに有効にする必要があります。次に、VASIインターフェイスペアを設
定する例を示します。
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Device(config)# interface vasileft 100
Device(config-if)# vrf forwarding VRFLEFT
Device(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip route vrf VRFLEFT 172.16.0.0 255.255.0.0 vasileft 100
Device(config)# interface vasiright 100
Device(config-if)# vrf forwarding VRFRIGHT
Device(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip route vrf VRFRIGHT 10.0.0.0 255.0.0.0 vasiright 100
Device(config)# end

例：VASI 上のマルチキャストと MVPN の設定

図 25： GRE ベースの MVPN と GETVPN の設定

次に、VASIインターフェイスペア上でGeneric Routing Encapsulation（GRE）ベースのマルチキャ
スト VPN（MVPN）と GETVPNを設定する例を示します。ここでは、暗号マップが vasileftイン
ターフェイスに適用されます。vasileftインターフェイスは、カスタマーエッジ（CE）デバイス
として機能し、暗号化を実行します。このインターフェイスは、vrf-cust1 Virtual Routing and
Forwarding（VRF）インスタンスの一部です。vasirightインターフェイスは、マルチプロトコルラ
ベルスイッチング（MPLS）コア上と適用先の暗号サービス宛てにトラフィックを通過させる
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vrf-core1 VRFインスタンスの一部です。コアネットワークはマルチキャストをサポートし、VRF
内のマルチキャストはステートフルスイッチオーバー（SSO）モードになります。
! PE1 Configuration
Device(config)# vrf definition Mgmt-intf
Device(config-vrf)# address-family ipv4
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# exit
!
Device(config)# vrf definition vrf-core1
Device(config-vrf)# rd 2:1
Device(config-vrf)# address-family ipv4
Device(config-vrf-af)# mdt default 203.0.113.1 ! Enables GRE-based MVPN and mdt default
tree
Device(config-vrf-af)# mdt data 203.0.113.33 255.255.255.224 ! Enables the mdt data tree
Device(config-vrf-af)# route-target export 2:1
Device(config-vrf-af)# route-target import 2:1
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# mdt default 203.0.113.1
Device(config-vrf-af)# mdt data 203.0.113.33 255.255.255.224
Device(config-vrf-af)# route-target export 2:1
Device(config-vrf-af)# route-target import 2:1
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# exit
!
Device(config)# vrf definition vrf-cust1
Device(config-vrf)# rd 1:1
Device(config-vrf)# address-family ipv4
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# exit
!
Device(config)# logging buffered 10000000
Device(config)# no logging console
!
Device(config)# no aaa new-model
Device(config)# clock timezone CST 8 0
!
Device(config)# ip multicast-routing distributed
Device(config)# ip multicast-routing vrf vrf-core1 distributed
Device(config)# ip multicast-routing vrf vrf-cust1 distributed
!
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# ipv6 multicast-routing
Device(config)# ipv6 multicast-routing vrf vrf-core1
Device(config)# ipv6 multicast-routing vrf vrf-cust1
!
Device(config)# subscriber templating
Device(config)# mpls label protocol ldp
Device(config)# multilink bundle-name authenticated
Device(config)# spanning-tree extend system-id
!
Device(config)# cdp run
Device(config)# ip ftp source-interface GigabitEthernet 0
Device(config)# ip tftp source-interface GigabitEthernet 0
Device(config)# ip tftp blocksize 8192
!
Device(config)# class-map match-any maincampus-ratelimit
Device(config-cmap)# match access-group 101
Device(config-cmap)# exit
!
Device(config)# policy-map transit-limt
Device(config-pmap)# description 160mb transit rate limit
Device(config-pmap)# class maincampus-ratelimit
Device(config-pmap-c)# police 160000000 30000000 60000000 conform-action transmit
exceed-action drop
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Device(config-pmap-c-police)# exit
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit
!
Device(config)# crypto keyring vrf-cust1 vrf vrf-cust1 ! enables GETVPN
Device(conf-keyring)# pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cisco
Device(conf-keyring)# exit
!
Device(config)# crypto isakmp policy 1
Device(config-isakmp)# encryption 3des
Device(config-isakmp)# authentication pre-share
Device(config-isakmp)# group 2
Device(config-isakmp)# exit
Device(config)# crypto isakmp key cisco address 10.0.3.2
!
Device(config)# crypto gdoi group secure-wan
Device(config-gkm-group)# identity number 12345
Device(config-gkm-group)# server address ipv4 10.0.3.4
Device(config-gkm-group)# exit
!
Device(config)# crypto gdoi group ipv6 ipv6-secure-wan
Device(config-gkm-group)# identity number 123456
Device(config-gkm-group)# server address ipv4 10.0.3.6
Device(config-gkm-group)# exit
!
Device(config)# crypto map getvpn 1 gdoi
Device(config-crypto-map)# set group secure-wan
Device(config-crypto-map)# exit
!
Device(config)# crypto map ipv6 getvpn-v6 1 gdoi
Device(config-crypto-map)# set group ipv6-secure-wan
Device(config-crypto-map)# exit
!
Device(config)# interface loopback 0
Device(config-if)# ip address 198.51.100.241 255.255.255.240
Device(config-if)# ip pim sparse-mode
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8::1/32
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# ospfv3 100 ipv6 area 0
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
Device(config-if)# vrf forwarding vrf-cust1
Device(config-if)# ip address 192.0.2.1 255.255.255.240
Device(config-if)# shutdown
Device(config-if)# negotiation auto
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/2/0
Device(config-if)# ip address 192.0.2.18 255.255.255.240
Device(config-if)# ip pim sparse-mode
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# mpls ip
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/2/1
Device(config-if)# vrf forwarding vrf-cust1
Device(config-if)# ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/2/2
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/2/3
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Device(config-if)# vrf forwarding vrf-cust1
Device(config-if)# ip address 192.0.2.34 255.255.255.240
Device(config-if)# ip pim sparse-mode
Device(config-if)# ip igmp version 3
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001/48
Device(config-if)# ospfv3 100 ipv6 area 0
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/2/4
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface GigabitEthernet 0
Device(config-if)# vrf forwarding Mgmt-intf
Device(config-if)# ip address 10.74.30.161 255.255.255.0
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface vasileft 1 ! On the vasileft interface, enable multicast and
GETVPN.
Device(config-if)# vrf forwarding vrf-cust1
Device(config-if)# ip address 209.165.202.129 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim sparse-mode
Device(config-if)# ipv6 address FE80::CEEF:48FF:FEEA:C501 link-local
Device(config-if)# ipv6 address 2001:B000::2/64
Device(config-if)# ipv6 crypto map getvpn-v6
Device(config-if)# ospfv3 100 ipv6 area 0
Device(config-if)# no keepalive
Device(config-if)# crypto map getvpn
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface vasiright 1 ! On the vasiright interface, only enable multicast.
Device(config-if)# vrf forwarding vrf-core1
Device(config-if)# ip address 209.165.202.130 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim sparse-mode
Device(config-if)# ipv6 address 2001:B000::1/64
Device(config-if)# ospfv3 100 ipv6 area 0
Device(config-if)# no keepalive
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# router ospfv3 100
Device(config-router)# address-family ipv6 unicast
Device(config-router-af)# redistribute bgp 1
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config-router)# address-family ipv6 unicast vrf vrf-cust1
Device(config-router-af)# redistribute bgp 1
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config-router)# address-family ipv6 unicast vrf vrf-core1
Device(config-router-af)# redistribute bgp 1
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config)# router ospf 1
Device(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
Device(config-router)# network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0
Device(config-router)# exit
!
Device(config)# router bgp 1 ! Use BGP routing protocol to broadcast vrf-cust1 routing
entry.
Device(config-router)# bgp log-neighbor-changes
Device(config-router)# neighbor 172.16.0.1 remote-as 1
Device(config-router)# neighbor 172.16.0.1 update-source Loopback0
!
Device(config-router)# address-family ipv4
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.0.1 activate
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.0.1 send-community both
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
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Device(config-router)# address-family vpnv4
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.0.1 activate
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.0.1 send-community both
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config-router)# address-family ipv4 mdt ! For MVPN neighbor setup
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.0.1 activate
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.0.1 send-community both
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config-router)# address-family vpnv6
Device(config-router-af)# neighbor 192.168.0.1 activate
Device(config-router-af)# neighbor 192.168.0.1 send-community both
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config-router)# address-family ipv4 vrf vrf-core1
Device(config-router-af)# bgp router-id 209.165.202.130
Device(config-router-af)# redistribute connected
Device(config-router-af)# neighbor 209.165.202.129 remote-as 65002
Device(config-router-af)# neighbor 209.165.202.129 local-as 65001 no-prepend replace-as
Device(config-router-af)# neighbor 209.165.202.129 activate
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config-router)# address-family ipv6 vrf vrf-core1
Device(config-router-af)# redistribute connected
Device(config-router-af)# redistribute ospf 100 include-connected
Device(config-router-af)# bgp router-id 209.165.202.130
Device(config-router-af)# neighbor 2001:B000::2 remote-as 10000
Device(config-router-af)# neighbor 2001:B000::2 local-as 65000 no-prepend replace-as
Device(config-router-af)# neighbor 2001:B000::2 activate
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config-router)# address-family ipv4 vrf vrf-cust1
Device(config-router-af)# bgp router-id 209.165.202.129
Device(config-router-af)# redistribute connected
Device(config-router-af)# neighbor 209.165.202.130 remote-as 65001
Device(config-router-af)# neighbor 209.165.202.130 local-as 65002 no-prepend replace-as
Device(config-router-af)# neighbor 209.165.202.130 activate
Device(config-router-af)# exit-address-family
Device(config-router)# exit
!
Device(config-router)# address-family ipv6 vrf vrf-cust1
Device(config-router-af)# redistribute connected
Device(config-router-af)# redistribute ospf 100 include-connected
Device(config-router-af)# bgp router-id 209.165.202.129
Device(config-router-af)# neighbor 2001:B000::1 remote-as 65000
Device(config-router-af)# neighbor 2001:B000::1 local-as 10000 no-prepend replace-as
Device(config-router-af)# neighbor 2001:B000::1 activate
Device(config-router-af)# exit-address-family
!
Device(config)# ip forward-protocol nd
!
Device(config)# no ip http server
Device(config)# no ip http secure-server
Device(config)# ip pim rp-address 1.1.1.1
Device(config)# ip pim vrf vrf-core1 ssm default
Device(config)# ip pim vrf vrf-cust1 ssm default
Device(config)# ip route 192.0.2.0 255.255.255.240 10.11.12.10
Device(config)# ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 10.74.9.1
!
Device(config)# ip access-list standard bidir
Device(config-std-nacl)# exit
!
Device(config)# access-list 101 deny ip 198.51.100.1 255.255.255.240 198.51.100.177
255.255.255.240
Device(config)# ipv6 router eigrp 300
Device(config-rtr)# passive-interface Loopback 0
Device(config-rtr)# redistribute connected
Device(config-rtr)# exit
!
Device(config)# mpls ldp router-id Loopback 0
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Device(config)# control-plane
Device(config-cp)# exit
!
Device(config)# line con 0
Device(config-line)# exec-timeout 0 0
Device(config-line)# privilege level 15
Device(config-line)# logging synchronous
Device(config-line)# stopbits 1
Device(config-line)# exit
Device(config)# line vty 0 4
Device(config-line)# exec-timeout 0 0
Device(config-line)# privilege level 15
Device(config-line)# logging synchronous
Device(config-line)# no login
Device(config-line)# end

マルチキャスト VASI 設定の確認
マルチキャスト VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）設定を確認するには、次
のコマンドを使用します。

手順の概要

1. イネーブル化
2. showipmroute
3. showipmroutevrf

手順の詳細

ステップ 1 イネーブル化

特権 EXECモードをイネーブルにします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 showipmroute
マルチキャストルーティング（mroute）テーブルの内容を表示します。

例：
Device# show ip mroute

IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,
G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,
N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,
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Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,
V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,
x - VxLAN group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 203.0.113.1), 04:33:39/stopped, RP 0.0.0.0, flags: D
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/2, Forward/Sparse-Dense, 04:33:39/stopped
GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 04:33:39/stopped

(10.0.0.3, 203.0.113.1), 04:33:36/00:00:36, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/2, RPF nbr 10.1.1.3
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 04:33:36/stopped

(10.0.0.1, 203.0.113.1), 04:33:39/00:02:44, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 10.1.1.0
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/2, Forward/Sparse-Dense, 04:33:39/stopped

ステップ 3 showipmroutevrf
出力をフィルタして、vrf-name引数で指定された、マルチキャストVPN（MVPN）ルーティングおよび転
送（MVRF）インスタンスに関する、マルチキャストルーティングテーブルの内容だけを表示します。

例：
Device# show ip mroute vrf cust1

(10.2.1.1, 203.1.113.4), 00:40:09/00:02:44, flags: sTI
Incoming interface: vasileft1, RPF nbr 36.1.1.2
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/1.1, Forward/Sparse-Dense, 00:40:09/00:02:44

PE1#sh ip mroute vrf cust1-core
(10.2.1.1, 203.1.113.4), 04:22:09/00:02:50, flags: sT
Incoming interface: Tunnel0, RPF nbr 10.0.0.3
Outgoing interface list:
vasiright1, Forward/Sparse-Dense, 04:22:09/00:02:50

PE1#sh ip mroute
(*, 203.1.113.4), 21:08:36/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DCZ
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 04:27:50/stopped
MVRF cust1-core, Forward/Sparse-Dense, 21:06:53/stopped

(10.0.0.3, 203.1.113.4), 04:26:53/00:01:22, flags: TZ
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 10.1.1.1
Outgoing interface list:
MVRF cust1-core, Forward/Sparse-Dense, 04:26:53/stopped
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VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定に関
する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands A to
C』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands D to
L』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands M
to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands S to
Z』

セキュリティコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

285

VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定
VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定に関する追加情報

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定に関
する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 19：VRF 対応ソフトウェアインフラストラクチャの設定に関する機能情報

機能情報リリース機能名

VASI上のマルチキャストとMVPN機能は、
VASIインターフェイスで IPv4と IPv6のマル
チキャストとマルチキャストVPN（MVPN）
をサポートします。この機能は、顧客サイト

で設定されたマルチキャストモード（Sparse
やSource-SpecificMulticast（SSM）など）や、
コアネットワーク内のMVPNモード（Generic
Routing Encapsulation（GRE）ベースまたは
Multicast Label Distribution Protocol（MLDP）
ベース）に影響されません。

この機能のために導入または変更された新し

いコマンドはありません。

Cisco IOS XEリ
リース 3.14S

VASIでのマルチキャストおよ
びマルチキャスト VPN

VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ
機能を使用すれば、2つの異なるVRFインス
タンスを経由するトラフィックに ACL、
NAT、ポリシング、ゾーンベースファイア
ウォールなどのサービスを適用することがで

きます。VRF対応ソフトウェアインフラス
トラクチャ（VASI）インターフェイスは、
RPと FPの冗長性をサポートします。この機
能は、VASIインターフェイス上で IPv4と
IPv6のユニキャストトラフィックとマルチ
キャストトラフィックをサポートします。

Cisco IOS XEリ
リース 2.6

VRF対応ソフトウェアインフ
ラストラクチャ
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機能情報リリース機能名

VASI強化フェーズ I機能は、以下の強化を
VASIに提供します。

• 500VASIインターフェイスのサポート。

• VASIインターフェイス間の IBGPダイ
ナミックルーティングのサポート。

Cisco IOS XEリ
リース 3.1S

VASI（VRF対応ソフトウェア
インフラストラクチャ）拡張機

能フェーズ I

VASI強化フェーズ II機能は、以下の強化を
VASIに提供します。

• VASIインターフェイス上の IPv6ユニ
キャストトラフィックのサポート。

• VASIインターフェイス間の OSPFおよ
び EIGRPダイナミックルーティングの
サポート。

Cisco IOS XEリ
リース 3.2S

VASI（VRF対応ソフトウェア
インフラストラクチャ）強化

フェーズ II

VASIスケール機能は、1000 VASIインター
フェイスをサポートします。

次のコマンドが導入または変更されました。

interface(VASI)。

Cisco IOS XEリ
リース 3.3S

VASI（VRF対応ソフトウェア
インフラストラクチャ）スケー

ル

VASI 2000ペアスケール機能は、2000 VASI
インターフェイスをサポートします。2000
VASIインターフェイスは、Border Gateway
Protocol（BGP）でサポートされます。

次のコマンドが導入または変更されました。

interface(VASI)。

Cisco IOS XEリ
リース 3.10S

VASI 2000ペアスケール
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第 16 章

VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーン
ベースファイアウォールサポート

この機能は、IPv6ファイアウォールでのVRF対応サービスインフラストラクチャ（VASI）イン
ターフェイスをサポートします。この機能により、アクセスコントロールリスト（ACL）、ネッ
トワークアドレス変換（NAT）、ポリシング、ゾーンベースファイアウォールなどのサービス
を、2つの異なる Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスの間を流れるトラフィック
に適用できます。VASIインターフェイスは、ルートプロセッサ（RP）とフォワーディングプ
ロセッサ（FP）の冗長性をサポートします。VASIインターフェイスは IPv4および IPv6ユニキャ
ストトラフィックをサポートします。

このモジュールでは、VASIインターフェイスの概要を紹介し、VASIインターフェイスを設定す
る方法を説明します。

• 機能情報の確認, 290 ページ

• VASIインターフェイス経由の IPv6ゾーンベースファイアウォールサポートに関する制約
事項, 290 ページ

• VASIインターフェイス経由の IPv6ゾーンベースファイアウォールサポートに関する情報,
291 ページ

• VASIインターフェイス経由の IPv6ゾーンベースファイアウォールサポートの設定方法,
293 ページ

• VASIインターフェイス経由の IPv6ゾーンベースファイアウォールサポートの設定例, 303
ページ

• ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関する追加情報, 304 ページ

• VASIインターフェイス経由の IPv6ゾーンベースファイアウォールサポートに関する機能
情報, 305 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイ
アウォールサポートに関する制約事項

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）インターフェイス経由のマルチプロ
トコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックはサポートされません。

• IPv4と IPv6のマルチキャストトラフィックはサポートされません。

• VASIインターフェイスは、キューベース機能のアタッチメントをサポートしません。以下
のコマンドは、VASIインターフェイスにアタッチされたモジュラQoSCLI（MQC）ポリシー
でサポートされません。

• bandwidth（policy-mapクラス）

• fair-queue

• priority

• queue-limit

• random-detect

• shape
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VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイ
アウォールサポートに関する情報

VASI の概要
VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）を使用すると、ファイアウォール、IPSec、
およびネットワークアドレス変換（NAT）などのサービスを、異なる仮想ルーティングおよび転
送（VRF）インスタンスを横断するトラフィックに適用できます。VASIは仮想インターフェイス
のペアを使用して実行され、ペア内の各インターフェイスは別のVRFインスタンスに関連付けら
れます。VASI仮想インターフェイスは、これら 2つの VRFインスタンス間で切り替える必要が
ある、すべてのパケットのネクストホップインターフェイスです。VASIインターフェイスは、
VRFインスタンス間にファイアウォールまたは NATを設定するためのフレームワークを提供し
ます。

各インターフェイスペアは、異なる 2つのVRFインスタンスに関連付けられています。ペアリン
グは、vasileftインターフェイスが自動的に vasirightインターフェイスへのペアとなるように、2
つのインターフェイスのインデックスに基づいて自動的に行われます。たとえば、下の図では、

vasileft1と vasiright1は自動的にペアになり、vasileft1に入るパケットは vasiright1に内部的に渡さ
れます。

VASIインターフェイスでは、内部ボーダーゲートウェイプロトコル（IBGP）、Enhanced Interior
Gateway Routing Protocol（EIGRP）、および Open Shortest Path First（OSPF）を使用して、スタ
ティックルーティングまたはダイナミックルーティングのいずれかを設定できます。IBGPダイ
ナミックルーティングプロトコルの制約事項とコンフィギュレーションは、VASIインターフェ
イス間の IBGPルーティングコンフィギュレーションで有効です。

次の図は、同じデバイスの VRF間 VASI設定を示しています。

図 26：VRF 間 VASI 設定

VRF間 VASIが同じデバイス上で設定されている場合、パケットフローは次の順序で発生しま
す。
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1 パケットがVRF1（ギガビットイーサネット0/2/0.3）に属する物理インターフェイスに入りま
す。

2 パケットを転送する前に、VRF1ルーティングテーブルでフォワーディングルックアップが実
行されます。Vasileft1がネクストホップとして選択され、存続可能時間（TTL）値がパケット
から引かれます。通常、フォワーディングアドレスはVRFのデフォルトルートに基づいて選
択されます。ただし、フォワーディングアドレスはスタティックルートまたは学習したルー

トになる可能性もあります。パケットは vasileft1の出力パスに送信されてから、vasiright1入力
パスに自動的に送信されます。

3 パケットが vasiright1に入ると、VRF 2ルーティングテーブルでフォワーディングルックアッ
プが実行され、TTLが再度減らされます（このパケットでは 2回目）。

4 VRF 2はパケットを物理インターフェイス、ギガビットイーサネット 0/3/0.5へ転送します。

次の図は VASIがマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPN設定で機能するしくみを
示します。

次の図で、MPLSはギガビットイーサネットインターフェイスで有効になっていますが、MPLS
トラフィックは VASIペア間ではサポートされていません。

（注）

図 27：MPLS VPN 設定を使用する VASI

VASIがマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPNを使用して設定されている場合、
パケットフローは次の順序で発生します。

1 パケットが VPNラベルを持つMPLSインターフェイスに到着します。

2 VPNラベルがパケットから取り除かれ、VRF2でフォワーディングルックアップが実行され、
パケットが vasiright1に転送されます。TTL値がパケットから引かれます。

3 パケットが入力パスの vasileft1に入り、別のフォワーディングルックアップがVRF1で行われ
ます。パケットがVRF1の出力物理インターフェイス（ギガビットイーサネット0/2/0.3）に送
信されます。TTLがパケットから再度減らされます。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

292

VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイアウォールサポート
VASI の概要



VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイ
アウォールサポートの設定方法

VRF とアドレスファミリセッションの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. vrf definitionvrf-name
4. address-family ipv6
5. exit-address-family
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

Virtual Routing and Forwarding（VRF）ルーティングテーブ
ルインスタンスを設定し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

vrf definitionvrf-name

例：
Device(config)# vrf definition VRF1

ステップ 3   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始

し、標準の IPv6アドレスプレフィックスを伝送するセッ
ションを設定します。

address-family ipv6

例：
Device(config-vrf)# address-family
ipv6

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを終了

して、VRFコンフィギュレーションモードを開始します。
exit-address-family

例：
Device(config-vrf-af)#
exit-address-family

ステップ 5   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、特権
EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-vrf)# end

ステップ 6   

VASI サポート用のクラスマップとポリシーマップの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. class-map type inspect match-anyclass-map-name
5. match protocolname
6. match protocolname
7. exit
8. policy-map type inspectpolicy-map-name
9. class type inspectclass-map-name
10. inspect
11. exit
12. class class-default
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

IPv6ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにしま
す。

ipv6 unicast-routing

例：
Device(config)# ipv6-unicast routing

ステップ 3   

検査タイプクラスマップを作成し、QoSクラスマップコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

class-map type inspect
match-anyclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type
inspect match-any c-map

ステップ 4   

指定されたプロトコルに基づいて、クラスマップ一致基準

を設定します。

match protocolname

例：
Device(config-cmap)# match protocol
icmp

ステップ 5   

指定されたプロトコルに基づいて、クラスマップ一致基準

を設定します。

match protocolname

例：
Device(config-cmap)# match protocol
tcp

ステップ 6   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを終了
し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 7   

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成して、

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始
します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect p-map

ステップ 8   

アクションの実行対象となるトラフィッククラスを指定

し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーション
モードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect c-map

ステップ 9   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブルにし

ます。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、QoSポリシーマップコンフィギュレーション
モードを開始します。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 11   

定義済みのデフォルトクラスにポリシーマップ設定を適用

して、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

class class-default

例：
Device(config-pmap)# class
class-default

ステップ 12   

•設定済みクラスマップの一致基準のいずれともトラ
フィックが一致しない場合、事前に定義されたデフォ

ルトクラスに誘導されます。

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 13   
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VASI サポートのゾーンおよびゾーンペアの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone securityzone-name
4. exit
5. zone-pair securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone
6. service-policy type inspectpolicy-map-name
7. exit
8. interfacetype number
9. vrf forwardingvrf-name
10. no ip address
11. zone member securityzone-name
12. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
13. ipv6 enable
14. negotiation auto
15. exit
16. interfacetype number
17. no ip address
18. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
19. ipv6 enable
20. negotiation auto
21. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security in

ステップ 3   

•ゾーンペアを作成するには 2つの
セキュリティゾーン（送信元ゾー

ンと宛先ゾーン）が設定に含まれ

る必要があります。

•ゾーンペアでは、送信元ゾーンま
たは宛先ゾーンとしてデフォルト

ゾーンを使用できます。

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾー

ンペアコンフィギュレーションモード

を開始します。

zone-pair
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security in-out source in
destination out

ステップ 5   

•ポリシーを適用するには、ゾーン
ペアを設定する必要があります。

ポリシーマップをトップレベルポリシー

に関連付けます。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
p-map

ステップ 6   

•ゾーンのペア間でポリシーが設定
されない場合、トラフィックはデ

フォルトでドロップされます。

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、グローバ

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 7   

ルコンフィギュレーションモードを開

始します。

インターフェイスを設定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

ステップ 8   

インターフェイスまたはサブインター

フェイスにVirtual Routing and Forwarding
vrf forwardingvrf-name

例：
Device(config-if)# vrf forwarding VRF1

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（VRF）インスタンスまたは仮想ネット
ワークを関連付けます。

IPアドレスを削除するか、IP処理をディ
セーブルにします。

no ip address

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 10   

インターフェイスをセキュリティゾー

ンにアタッチします。

zone member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone member security in

ステップ 11   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づ
いて IPv6アドレスを設定し、インター

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2:1234/64

ステップ 12   

フェイスにおける IPv6処理をイネーブ
ルにします。

明示的な IPv6アドレスが設定されてい
ないインターフェイスにおける IPv6処
理をイネーブルにします。

ipv6 enable

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 13   

ギガビットイーサネットインターフェ

イス上で速度、デュプレックスモード、

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 14   

およびフロー制御のアドバタイズをイ

ネーブルにします。

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 15   

インターフェイスを設定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

ステップ 16   

IPアドレスを削除するか、IP処理をディ
セーブルにします。

no ip address

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 17   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づ
いて IPv6アドレスを設定し、インター

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:3:1234/64

ステップ 18   

フェイスにおける IPv6処理をイネーブ
ルにします。
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目的コマンドまたはアクション

明示的な IPv6アドレスが設定されてい
ないインターフェイスにおける IPv6処
理をイネーブルにします。

ipv6 enable

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 19   

ギガビットイーサネットインターフェ

イス上で速度、デュプレックスモード、

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 20   

およびフロー制御のアドバタイズをイ

ネーブルにします。

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
を開始します。

end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 21   

VASI インターフェイスの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. vrf forwardingvrf-name
5. ipv6 addressipv6-address/prefix-lengthlink-local
6. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
7. ipv6 enable
8. no keepalive
9. zone member securityzone-name
10. exit
11. interfacetype number
12. ipv6 addressipv6-address/prefix-lengthlink-local
13. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
14. ipv6 enable
15. no keepalive
16. exit
17. ipv6 routeipv6-prefix/prefix-length interface-type interface-number ipv6-address
18. ipv6 route vrfvrf-name ipv6-prefix/prefix-length interface-type interface-number ipv6-address
19. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VASIインターフェイスを設定し、インターフェイス
コンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface vasileft 1

ステップ 3   

インターフェイスまたはサブインターフェイスにVirtual
Routing andForwarding（VRF）インスタンスまたは仮想
ネットワークを関連付けます。

vrf forwardingvrf-name

例：
Device(config-if)# vrf forwarding VRF1

ステップ 4   

インターフェイスの IPv6リンクローカルアドレスを設
定し、そのインターフェイスでの IPv6処理をイネーブ
ルにします。

ipv6
addressipv6-address/prefix-lengthlink-local

例：
Device(config-if)# ipv6 address
FE80::8EB6:4FFF:FE6C:E701 link-local

ステップ 5   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アドレ
スを設定し、インターフェイスにおける IPv6処理をイ
ネーブルにします。

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:4:1234/64

ステップ 6   

明示的な IPv6アドレスが設定されていないインター
フェイスにおける IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 enable

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 7   

キープアライブパケットをディセーブルにします。no keepalive

例：
Device(config-if)# no keepalive

ステップ 8   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチし

ます。

zone member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone member security
out

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードに入

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 10   

VASIインターフェイスを設定し、インターフェイス
コンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface vasiright 1

ステップ 11   

インターフェイスの IPv6リンクローカルアドレスを設
定し、そのインターフェイスでの IPv6処理をイネーブ
ルにします。

ipv6
addressipv6-address/prefix-lengthlink-local

例：
Device(config-if)# ipv6 address
FE80::260:3EFF:FE11:6770 link-local

ステップ 12   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アドレ
スを設定し、インターフェイスにおける IPv6処理をイ
ネーブルにします。

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:4:1234/64

ステップ 13   

明示的な IPv6アドレスが設定されていないインター
フェイスにおける IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 enable

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 14   

キープアライブパケットをディセーブルにします。no keepalive

例：
Device(config-if)# no keepalive

ステップ 15   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードに入

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 16   

スタティック IPv6ルートを確立します。ipv6 routeipv6-prefix/prefix-length
interface-type interface-number ipv6-address

ステップ 17   

例：
Device(config)# ipv6 route 2001::/64
vasileft 1 2001::/64

IPv6アドレスのすべての VRFテーブルまたは特定の
VRFテーブルを指定します。

ipv6 route vrfvrf-name
ipv6-prefix/prefix-length interface-type
interface-number ipv6-address

ステップ 18   
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device(config)# ipv6 route vrf vrf1
2001::/64 vasiright 1 2001::/64

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config# end

ステップ 19   

VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイ
アウォールサポートの設定例

例：VRF とアドレスファミリセッションの設定
Device# configure terminal
Device(config)# vrf definition VRF1
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# end

例：VASI サポート用のクラスマップとポリシーマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6-unicast routing
Device(config)# class-map type inspect match-any c-map
Device(config-cmap)# match protocol icmp
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# match protocol udp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect p-map
Device(config-pmap)# class type inspect c-map
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# end

例：VASI サポート用のゾーンとゾーンペアの設定
Device# configure terminal
Device(config)# zone security in
Device(config)# exit
Device(config)# zone security out
Device(config)# exit
Device(config)# zone-pair security in-out source in destination out
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Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect p-map
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# vrf forwarding VRF1
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# zone member security in
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2:1234/64
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:3:1234/64
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# end

例：VASI インターフェイスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface vasileft 1
Device(config-if)# vrf forwarding VRF1
Device(config-if)# ipv6 address FE80::8EB6:4FFF:FE6C:E701 link-local
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:4:1234/64
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# no keepalive
Device(config-if)# zone-member security out
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vasiright 1
Device(config-if)# ipv6 address FE80::260:3EFF:FE11:6770 link-local
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:4:1234/64
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# no keepalive
Device(config-if)# exit
Device(config)# ipv6 route 2001::/64 vasileft 1 2001::/64
Device(config)# ipv6 route vrf vrf1 2001::/64 vasiright 1 2001::/64
Device(config)# end

ファイアウォールステートフルシャーシ間冗長性に関す

る追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands A to C』

•『Security Command Reference: Commands D to L』

•『Security Command Reference: Commands M to R』

•『Security Command Reference: Commands S to Z』

セキュリティコマンド

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

304

VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイアウォールサポート
例：VASI インターフェイスの設定

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイ
アウォールサポートに関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 20：VASI インターフェイス経由の IPv6 ゾーンベースファイアウォールサポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能は、IPv6ファイアウォール経由のVASI
インターフェイスをサポートします。この機能

により、アクセスコントロールリスト

（ACL）、ネットワークアドレス変換
（NAT）、ポリシング、ゾーンベースファイア
ウォールなどのサービスを、2つの異なるVirtual
Routing and Forwarding（VRF）インスタンスの
間を流れるトラフィックに適用できます。VASI
インターフェイスは、ルートプロセッサ（RP）
とフォワーディングプロセッサ（FP）の冗長性
をサポートします。VASIインターフェイスは
IPv4および IPv6ユニキャストトラフィックを
サポートします。

この機能について導入または変更されたコマン

ドはありません。

Cisco IOS XEリ
リース 3.7S

VASIインターフェイス経由
の IPv6ゾーンベースファイ
アウォールサポート
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第 17 章

分散型サービス妨害攻撃に対する保護

分散型サービス妨害攻撃の防止機能は、グローバルレベル（すべてのファイアウォールセッショ

ン）および VPNルーティングおよび転送（VRF）レベルでのサービス妨害（DoS）攻撃からの
保護を提供します。Cisco IOS XEリリース 3.4S以降のリリースでは、分散型 DoS攻撃を防ぐた
めに、ファイアウォールセッションのアグレッシブエージング、ファイアウォールセッション

のイベントレートモニタリング、ハーフオープン接続制限、およびグローバル TCP SYNCookie
保護を設定できます。

• 機能情報の確認, 307 ページ

• 分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する情報, 308 ページ

• 分散型サービス妨害攻撃に対する防御の設定方法, 311 ページ

• 分散型サービス妨害攻撃に対する保護の設定例, 339 ページ

• 分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する追加情報, 341 ページ

• 分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する機能情報, 342 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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ファイアウォールセッションのアグレッシブエージング

アグレッシブエージング機能により、ファイアウォールは、セッションを積極的にエージングア

ウトし、新しいセッションのためのスペースを確保することで、ファイアウォールセッション

データベースがいっぱいになるのを防ぐことができます。ファイアウォールはそのリソースを保

護するため、アイドルセッションを削除します。アグレッシブエージング機能により、ファイア

ウォールセッションが存在できる時間は、タイマーで定義されている時間（エージングアウト時

間）よりも短くなります。

アグレッシブエージング機能には、アグレッシブエージング期間の開始と終了を定義するしきい

値（高位水準点と低位水準点）があります。アグレッシブエージング期間は、セッションテーブ

ルが高位水準点を超えると開始され、低位水準点を下回ると終了します。アグレッシブエージン

グの期間中、セッションの存続期間は、エージングアウト時間を使用して設定した期間よりも短

くなります。ファイアウォールがセッションを終了する時間よりも短い時間で攻撃者がセッショ

ンを開始する場合、セッションを作成するために割り当てられているすべてのリソースが使用さ

れ、新しいすべての接続が拒否されます。このような攻撃を防ぐには、セッションを積極的にエー

ジングアウトするようにアグレッシブエージング機能を設定できます。この機能はデフォルトで

無効に設定されています。

ボックスレベル（ボックスはファイアウォールセッションテーブル全体を示します）および

Virtual Routing and Forwarding（VRF）レベルで、ハーフオープンセッションおよび総セッション
にアグレッシブエージングを設定できます。この機能を総セッションに対して設定している場

合、ファイアウォールセッションリソースを使用するすべてのセッションが考慮されます。総

セッションは、確立されたセッション、ハーフオープンセッション、および不明確セッション

データベース内のセッションで構成されます。（確立状態に達していない TCPセッションはハー
フオープンセッションと呼ばれます）。

ファイアウォールには 2つのセッションデータベースがあります。1つはセッションデータベー
スで、もう 1つは不正確なセッションデータベースです。セッションデータベースには、5タプ
ル（送信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送信元ポート、宛先ポート、およびプロトコル）が
設定されているセッションが含まれます。タプルは、要素の番号付きリストです。不正確なセッ

ションデータベースには、5つ未満のタプル（欠落した IPアドレス、ポート番号など）のセッ
ションが含まれます。ハーフオープンセッションのアグレッシブエージングでは、ハーフオープ

ンセッションだけが考慮されます。

Internet Control Message Protocol（ICMP）、TCP、および UDPファイアウォールセッションには
アグレッシブエージングアウト時間を設定できます。エージングアウト時間は、デフォルトでは

アイドル時間に設定されます。
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イベントレートモニタリング機能

イベントレートモニタリング機能は、ゾーンの事前定義イベントのレートをモニタします。イベ

ントレートモニタリング機能には基本脅威検出機能が含まれています。これはセキュリティデ

バイスの機能であり、ファイアウォールの内側にあるリソースで発生する可能性のある脅威、異

常、および攻撃を検出し、それらに対するアクションを実行します。イベントの基本脅威検出レー

トを設定できます。特定タイプのイベントの着信レートが、設定されている脅威検出レートを超

えると、イベントレートモニタリング機能はこのイベントを脅威と見なし、脅威を阻止するため

のアクションを実行します。脅威検出機能は、入力ゾーンでのみイベントを検査します（イベン

トレートモニタリング機能が入力ゾーンで有効な場合）。

ネットワーク管理者に対し、発生する可能性のある脅威に関する情報がアラートメッセージ（syslog
または高速ロガー（HSL））で通知されます。ネットワーク管理者は攻撃ベクトルの検出、攻撃
元ゾーンの検出、または特定の動作やトラフィックをブロックするようにネットワーク上のデバ

イスを設定するなどのアクションを実行できます。

イベントレートモニタリング機能は、次のタイプのイベントをモニタします。

•基本ファイアウォールチェックが失敗したためにファイアウォールがドロップする：これに
は、ゾーンまたはゾーンペアのチェック失敗、ドロップアクションを使用して設定された

ファイアウォールポリシーなどがあります。

•レイヤ 4インスペクションの失敗が原因でファイアウォールがドロップする：これには、1
番目の TCPパケットが同期（SYN）パケットではないために失敗した TCPインスペクショ
ンが含まれることがあります。

• TCP SYN Cookie攻撃：これには、ドロップされた SYNパケットの数と、スプーフィング攻
撃として送信された SYN Cookieの数の集計が含まれることがあります。

イベントレートモニタリング機能は、さまざまなイベントの平均レートとバーストレートをモ

ニタします。各イベントタイプにはレートオブジェクトがあります。レートオブジェクトは、

設定可能なパラメータ（平均しきい値、バーストしきい値、期間）が含まれる関連レートにより

制御されます。期間はタイムスロットに分割されます。各タイムスロットは期間の 1/30です。

平均レートは、イベントタイプごとに計算されます。各レートオブジェクトは、30個の完了済
みサンプリング値と、現在進行中のサンプリング期間を保持するための 1つの値を保持します。
計算済みの最も古い値が現在のサンプリング値で置き換えられ、平均が再計算されます。平均レー

トは各期間で計算されます。平均レートが平均しきい値を超えると、イベントレートモニタリン

グ機能はこれを潜在的な脅威と解釈し、統計情報を更新し、ネットワーク管理者に通知します。

バーストレートは、トークンバケットアルゴリズムを使用して実装されます。各タイムスロッ

トで、トークンバケットがトークンで埋められます。発生する（特定のイベントタイプの）イベ

ントごとに、バケットからトークンが削除されます。空のバケットは、バーストしきい値に到達

したことを意味し、管理者が syslogまたは HSLからアラームを受信します。show policy-firewall
stats zoneコマンドの出力から、脅威検出統計情報を確認し、ゾーン内でさまざまなイベントに対
する潜在的な脅威を理解することができます。
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最初に threat-detectionbasic-threatコマンドを使用して、基本脅威検出機能を有効にする必要があ
ります。基本脅威検出機能を設定したら、脅威検出レートを設定できます。脅威検出レートを設

定するには、threat-detection rateコマンドを使用します。

次の表では、イベントレートモニタリング機能が有効な場合に適用可能な基本脅威検出のデフォ

ルト設定について説明します。

表 21：基本的な脅威の検出のデフォルト設定

脅威検出の設定パケットドロップの理由

平均レート 400パケット/秒（pps）

バーストレート 1600 pps

レート間隔 600秒

基本的なファイアウォールドロップ

平均レート 400 pps

バーストレート 1600 pps

レート間隔 600秒

インスペクションベースのファイアウォール

ドロップ

平均レート 100 pps

バーストレート 200 pps

レート間隔 600秒

SYN攻撃ファイアウォールドロップ

ハーフオープン接続の制限

ファイアウォールセッションテーブルでは、ファイアウォールのハーフオープン接続数を制限で

きるようになっています。ハーフオープンセッション数を制限することで、ハーフオープンセッ

ションでボックスごとのレベルや Virtual Routing and Forwarding（VRF）レベルでファイアウォー
ルセッションテーブルをいっぱいにしてセッションを確立できないようにする攻撃に対し、ファ

イアウォールを防御できます。ハーフオープン接続の制限は、レイヤ4プロトコル、InternetControl
Message Protocol（ICMP）、TCP、UDPに対して設定できます。UDPハーフオープンセッション
数に対して設定された制限は、TCPや ICMPのハーフオープンセッションには影響しません。設
定されたハーフオープンセッションの制限を超えると、すべての新規セッションが拒否され、ロ

グメッセージが Syslogまたは高速ロガー（HSL）に生成されます。

次のセッションはハーフオープンセッションと見なされます。

• 3ウェイハンドシェイクを完了していない TCPセッション。

• UDPフローで 1つのパケットだけが検出された UDPセッション。

• ICMPエコー要求または ICMPタイムスタンプ要求に対する応答を受信していない ICMPセッ
ション。
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TCP SYN フラッド攻撃
グローバルの TCP SYNフラッド制限を設定して、SYNフラッド攻撃を制限できます。TCP SYN
フラッド攻撃は、サービス妨害（DoS）攻撃の一種です。設定済みの TCP SYNフラッド制限に達
すると、ファイアウォールは、さらにセッションを作成する前に、セッションの送信元を確認し

ます。通常は、TCP SYNパケットはファイアウォールの背後のターゲットエンドホストまたは
サブネットアドレスの範囲に送信されます。これらの TCP SYNパケットによって、送信元 IPア
ドレスがスプーフィングされます。スプーフィング攻撃では、個人やプログラムが偽のデータを

使用してネットワーク内のリソースにアクセスしようとします。TCP SYNフラッディングは、
ファイアウォールまたはエンドホスト上のすべてのリソースを乗っ取る可能性があるため、サー

ビス妨害がトラフィックを正当化することになります。TCPSYNフラッド保護は、VRFレベルと
ゾーンレベルで設定できます。

SYNフラッド攻撃は、次の 2つのタイプに分類されます。

•ホストフラッド：SYNフラッドパケットが単一のホストに送信され、そのホスト上のすべ
てのリソースを使用することが意図されます。

•ファイアウォールセッションテーブルフラッド：SYNフラッドパケットがファイアウォー
ルの背後のアドレスの範囲に送信され、ファイアウォール上のセッションテーブルリソー

スを枯渇させ、その結果、リソースの拒否がファイアウォールを通過するトラフィックを正

当化することが意図されます。

分散型サービス妨害攻撃に対する防御の設定方法

ファイアウォールの設定

このタスクの内容は以下のとおりです。

•ファイアウォールを設定します。

•セキュリティ送信元ゾーンを作成します。

•セキュリティ宛先ゾーンを作成します。

•設定された送信元ゾーンと宛先ゾーンを使用してセキュリティゾーンペアを作成します。

•インターフェイスをゾーンメンバーとして設定します。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. class-map type inspect match-any class-map-name
4. match protocol {icmp | tcp | udp}
5. exit
6. parameter-map type inspect global
7. 冗長性
8. exit
9. policy-map type inspect policy-map-name
10. class type inspectclass-map-name
11. inspect
12. exit
13. class class-default
14. drop
15. exit
16. exit
17. zone securitysecurity-zone-name
18. exit
19. zone securitysecurity-zone-name
20. exit
21. zone-pair securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone
22. service-policy type inspect policy-map-name
23. exit
24. interface type number
25. ip address ip-address mask
26. encapsulation dot1q vlan-id
27. zone-member security security-zone-name
28. end
29. ゾーンを別のインターフェイスにアタッチするには、ステップ 21～ 25を繰り返します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

アプリケーション固有の検査タイプク

ラスマップを作成し、QoSクラスマッ
class-map type inspect match-any class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect match-any ddos-class

ステップ 3   

プコンフィギュレーションモードを開

始します。

指定したプロトコルに基づいて、クラス

マップの一致基準を設定します。

match protocol {icmp | tcp | udp}

例：
Device(config-cmap)# match protocol tcp

ステップ 4   

QoSクラスマップコンフィギュレーショ
ンモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 5   

グローバル検査パラメータマップを定

義し、パラメータマップタイプ検査コ

parameter-map type inspect global

例：
Device(config)# parameter-map type inspect global

ステップ 6   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ファイアウォールの高可用性を有効にし

ます。

冗長性

例：
Device(config-profile)# redundancy

ステップ 7   

パラメータマップタイプ検査コンフィ

ギュレーションモードを終了し、グロー

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 8   

バルコンフィギュレーションモードを

開始します。

プロトコル固有の検査タイプポリシー

マップを作成し、QoSポリシーマップ
policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect ddos-fw

ステップ 9   

コンフィギュレーションモードを開始

します。

アクションの実行対象となるトラフィッ

ククラスを指定し、QoSポリシーマッ
class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect ddos-class

ステップ 10   

プクラスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

ステートフルパケットインスペクショ

ンをイネーブルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 11   

QoSポリシーマップクラスコンフィ
ギュレーションモードを終了し、QoS

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 12   

ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

アクションの実行対象となるデフォルト

クラスを設定し、QoSポリシーマップ
class class-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 13   

クラスコンフィギュレーションモード

を開始します。

同じゾーンの2つのインターフェイス間
でトラフィックの受け渡しが可能になり

す。

drop

例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 14   

QoSポリシーマップクラスコンフィ
ギュレーションモードを終了し、QoS

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 15   

ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

QoSポリシーマップコンフィギュレー
ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 16   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securitysecurity-zone-name

例：
Device(config)# zone security private

ステップ 17   

•（送信元ゾーンと宛先ゾーンからな
る）ゾーンペアを作成するには、2
つのセキュリティゾーンが必要で

す。

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 18   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンを作成し、セキュ

リティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone securitysecurity-zone-name

例：
Device(config)# zone security public

ステップ 19   

•（送信元ゾーンと宛先ゾーンからな
る）ゾーンペアを作成するには、2
つのセキュリティゾーンが必要で

す。

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 20   

ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾー

ンペアコンフィギュレーションモード

を開始します。

zone-pair
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security private2public source
private destination public

ステップ 21   

ポリシーマップをトップレベルポリシー

に関連付けます。

service-policy type inspect policy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
ddos-fw

ステップ 22   

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、グローバ

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 23   

ルコンフィギュレーションモードを開

始します。

サブインターフェイスを設定し、イン

ターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/0.1

ステップ 24   

サブインターフェイスに IPアドレスを
設定します。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-subif)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ステップ 25   

インターフェイスで使用するカプセル化

方式を設定します。

encapsulation dot1q vlan-id

例：
Device(config-subif)# encapsulation dot1q 2

ステップ 26   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスをゾーンメンバーと

して設定します。

zone-member security security-zone-name

例：
Device(config-subif)# zone-member security private

ステップ 27   

• security-zone-name引数の場合、zone
securityコマンドを使用して設定済
みのゾーンの1つを設定する必要が
あります。

•インターフェイスがセキュリティ
ゾーンにある場合、そのインター

フェイスを通るトラフィックはどち

らの方向でもすべて（デバイス宛ま

たはデバイス発のトラフィックを除

く）はデフォルトでドロップされま

す。ゾーンメンバーであるインター

フェイスをトラフィックが通過でき

るようにするには、ポリシー適用対

象のゾーンペアにそのゾーンを含

める必要があります。ポリシーの

inspectまたは passアクションに
よってトラフィックが許可される場

合は、そのインターフェイスを通じ

てトラフィックが流れます。

サブインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了して、特権 EXEC
モードを開始します。

end

例：
Device(config-subif)# end

ステップ 28   

—ゾーンを別のインターフェイスにアタッチするには、ステップ

21～ 25を繰り返します。
ステップ 29   

ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングの設定

アグレッシブエージング機能は、ボックス単位（ボックス単位とは、ファイアウォールセッショ

ンテーブル全体を意味します）、デフォルトVRF、およびVRF単位のファイアウォールセッショ
ンに設定できます。アグレッシブエージング機能が動作するには、ファイアウォールセッション

のアグレッシブエージングおよびエージングアウト時間を設定する必要があります。

ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングを設定するには、次の作業を実行しま

す。
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ボックス単位のアグレッシブエージングの設定

ボックス単位とは、ファイアウォールセッションテーブル全体という意味です。parameter-map
type inspect-globalコマンドに続くすべての設定がボックスに適用されます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. per-boxmax-incomplete number aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent
percent}

5. per-box aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
9. end
10. show policy-firewall stats global

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータマッ

プを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレー

ションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect globalコ
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一

緒に設定することはできません。

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合は、ステップ4とステップ5をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイ
アウォールセッションに適用されるためです。

（注）

ファイアウォールセッションテーブル内のハーフオープン

セッションの上限およびアグレッシブエージングレートを設

定します。

per-box max-incomplete number
aggressive-aging high {value low value |
percent percent low percent percent}

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 2000 aggressive-aging
high 1500 low 1200

ステップ 4   

総セッションのアグレッシブエージング制限を設定します。per-box aggressive-aging high {value low
value | percent percent low percent
percent}

ステップ 5   

例：
Device(config-profile)# per-box
aggressive-aging high 1700 low 1300

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 6   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアクショ
ンに関連するパラメータの検査タイプパラメータマップを設

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 7   

定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを開始します。

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状態
になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 8   

•アグレッシブエージングがイネーブルになった後、最も
古い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトから
設定済みエージアウト時間にリセットされます。この例

では、接続がタイムアウトするまで 30秒待機する代わり
に、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒に設定さ
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目的コマンドまたはアクション

れます。接続が低ウォーターマークを下回ると、アグレッ

シブエージングはディセーブルになります。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 9   

グローバルファイアウォール統計情報を表示します。show policy-firewall stats global

例：
Device# show policy-firewall stats
global

ステップ 10   

デフォルト VRF のアグレッシブエージングの設定
max-incomplete aggressive-agingコマンドを設定すると、デフォルトの VRFにそれが適用されま
す。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します：

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. max-incomplete number aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}
5. session total number [aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}]
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
9. end
10. show policy-firewall stats vrf global
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータ

マップを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュ

レーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します：ステップ 3   

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect globalコ

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一

緒に設定することはできません。

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合は、ステップ 5をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は、per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイ
アウォールセッションに適用されるためです。

（注）

ハーフオープンファイアウォールセッションの上限およびア

グレッシブエージング制限を設定します。

max-incomplete number aggressive-aging
high {value low value | percent percent low
percent percent}

ステップ 4   

例：
Device(config-profile)# max-incomplete
3455 aggressive-aging high 2345 low
2255

総ファイアウォールセッションの合計制限およびアグレッシ

ブエージング制限を設定します。

session total number [aggressive-aging high
{value low value | percent percent low
percent percent}]

ステップ 5   

例：
Device(config-profile)# session total
1000 aggressive-aging high percent
80 low percent 60
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 6   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアク
ションに関連するパラメータの検査タイプパラメータマップ

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 7   

を設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレー

ションモードを開始します。

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状態
になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 8   

•アグレッシブエージングがイネーブルになった後、最も
古い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトから
設定済みエージアウト時間にリセットされます。この例

では、接続がタイムアウトするまで30秒待機する代わり
に、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒に設定さ
れます。接続が低ウォーターマークを下回ると、アグレッ

シブエージングはディセーブルになります。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 9   

グローバル VRFファイアウォールポリシー統計を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf global

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf global

ステップ 10   

ファイアウォールセッションのエージングアウトの設定

ICMP、TCP、または UDPファイアウォールセッションのエージングアウトを設定できます。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name
5. exit
6. parameter-map type inspectparameter-map-name
7. tcp idle-time seconds [ageout-time seconds]
8. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
9. exit
10. policy-map type inspect policy-map-name
11. class type inspect match-any class-map-name
12. inspect parameter-map-name
13. end
14. show policy-firewall stats vrf vrf-pmap-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマップタ

イプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 3   

•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect globalコ

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一

緒に設定することはできません。
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspectglobal

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合は、ステップ 4をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイア
ウォールセッションに適用されるためです。

（注）

パラメータマップに VRFをバインドします。vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 4   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 5   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアクショ
ンに関連するパラメータの検査タイプパラメータマップを設

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 6   

定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを開始します。

アイドル状態の TCPセッションのタイムアウト、および TCP
セッションのアグレッシブエージングアウト時間を設定しま

す。

tcp idle-time seconds [ageout-time
seconds]

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 7   

•また、tcp finwait-timeコマンドを設定すると、終了
（FIN）交換がファイアウォールで検出された後に TCP
セッションを管理する時間の長さを指定できます。また

は tcp synwait-timeコマンドを設定すると、セッションを
ドロップする前に TCPセッションが確立状態になるのを
待機する時間を指定できます。

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状態
になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 8   

•アグレッシブエージングがイネーブルになると、最も古
い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトから設
定済みエージアウト時間にリセットされます。この例で

は、接続がタイムアウトするまで 30秒待機する代わり
に、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒に設定さ
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目的コマンドまたはアクション

れます。接続が低ウォーターマークを下回ると、アグレッ

シブエージングがイネーブルになります。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、QoS
ポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw

ステップ 10   

アクションの実行対象となるトラフィッククラスを指定し、

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを
開始します。

class type inspect match-any
class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 11   

パラメータマップのステートフルパケットインスペクション

をディセーブルにします。

inspect parameter-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1

ステップ 12   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを
終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 13   

VRFレベルポリシーファイアウォール統計情報を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf vrf1-pmap

ステップ 14   

例

次に、show policy-firewall stats vrf vrf1-pmapコマンドの出力例を示します。
Device# show policy-firewall stats vrf vrf1-pmap

VRF: vrf1, Parameter-Map: vrf1-pmap
Interface reference count: 2

Total Session Count(estab + half-open): 270, Exceed: 0
Total Session Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0

Half Open

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

324

分散型サービス妨害攻撃に対する保護

ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングの設定



Protocol Session Cnt Exceed
-------- ----------- ------
All 0 0
UDP 0 0
ICMP 0 0
TCP 0 0

TCP Syn Flood Half Open Count: 0, Exceed: 12
Half Open Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0

VRF 単位のアグレッシブエージングの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ip vrf vrf-name
4. rd route-distinguisher
5. route-target export route-target-ext-community
6. route-target import route-target-ext-community
7. exit
8. parameter-map type inspect-vrf vrf-pmap-name
9. max-incomplete number aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}
10. session total number [aggressive-aging {high value low value | percent percent low percent percent}]
11. alert on
12. exit
13. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

14. vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name
15. exit
16. parameter-map type inspectparameter-map-name
17. tcp idle-time seconds [ageout-time seconds]
18. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
19. exit
20. policy-map type inspect policy-map-name
21. class type inspect match-any class-map-name
22. inspect parameter-map-name
23. end
24. show policy-firewall stats vrf vrf-pmap-name
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VRFインスタンスを定義し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

ip vrf vrf-name

例：
Device(config)# ip vrf ddos-vrf1

ステップ 3   

VRFインスタンスのルート識別子（RD）を指定します。rd route-distinguisher

例：
Device(config-vrf)# rd 100:2

ステップ 4   

ルートターゲット拡張コミュニティを作成し、ルーティン

グ情報をターゲットVPN拡張コミュニティにエクスポート
します。

route-target export
route-target-ext-community

例：
Device(config-vrf)# route-target
export 100:2

ステップ 5   

ルートターゲット拡張コミュニティを作成し、ターゲット

VPN拡張コミュニティからルーティング情報をインポート
します。

route-target import
route-target-ext-community

例：
Device(config-vrf)# route-target
import 100:2

ステップ 6   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、グローバ
ルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 7   

VRF検査タイプパラメータマップを設定し、パラメータ
マップタイプ検査コンフィギュレーションモードを開始し

ます。

parameter-map type inspect-vrf
vrf-pmap-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

ハーフオープンセッションの上限およびアグレッシブエー

ジング制限を設定します。

max-incomplete number aggressive-aging
high {value low value | percent percent low
percent percent}

ステップ 9   

例：
Device(config-profile)# max-incomplete
2000 aggressive-aging high 1500 low
1200

総セッション制限および総セッションに関するアグレッシ

ブエージング制限を設定します。

session total number [aggressive-aging
{high value low value | percent percent low
percent percent}]

ステップ 10   

•総セッション制限は、絶対値またはパーセンテージと
して設定できます。例：

Device(config-profile)# session total
1000 aggressive-aging high percent
80 low percent 60

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッ

セージのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 11   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 12   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマップ

タイプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 13   

• parameter-map type inspect-global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect global

• parameter-map type inspect global

コマンドがサポートされます。これら両方のコマンド

を一緒に設定することはできません。例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する
場合は、ステップ 14をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定
する場合は per-boxコンフィギュレーションがサ
ポートされません。これは、デフォルトですべて

のper-boxコンフィギュレーションがすべてのファ
イアウォールセッションに適用されるためです。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップに VRFをバインドします。vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 14   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 15   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアク
ションに関連するパラメータの検査タイプパラメータマッ

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 16   

プを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュ

レーションモードを開始します。

アイドル状態の TCPセッションのタイムアウト、および
TCPセッションのアグレッシブエージングアウト時間を設
定します。

tcp idle-time seconds [ageout-time seconds]

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 17   

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状
態になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 18   

•アグレッシブエージングがイネーブルになると、最も
古い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトか
ら設定済みエージアウト時間にリセットされます。こ

の例では、接続がタイムアウトするまで30秒待機する
代わりに、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒
に設定されます。接続が低ウォーターマークを下回る

と、アグレッシブエージングはディセーブルになりま

す。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 19   

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始
します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw

ステップ 20   
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目的コマンドまたはアクション

アクションの実行対象となるトラフィック（クラス）を指

定し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーション
モードを開始します。

class type inspect match-any
class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 21   

パラメータマップのステートフルパケットインスペクショ

ンをディセーブルにします。

inspect parameter-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1

ステップ 22   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード
を終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 23   

VRFレベルポリシーファイアウォール統計情報を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

例：
Device# show policy-firewall stats vrf
vrf1-pmap

ステップ 24   

例

次に、show policy-firewall stats vrf vrf1-pmapコマンドの出力例を示します。
Device# show policy-firewall stats vrf vrf1-pmap

VRF: vrf1, Parameter-Map: vrf1-pmap
Interface reference count: 2

Total Session Count(estab + half-open): 80, Exceed: 0
Total Session Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0

Half Open
Protocol Session Cnt Exceed
-------- ----------- ------
All 0 0
UDP 0 0
ICMP 0 0
TCP 0 0

TCP Syn Flood Half Open Count: 0, Exceed: 116
Half Open Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0
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ファイアウォールイベントレートモニタリングの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect-zone zone-pmap-name
4. alert on
5. threat-detection basic-threat
6. threat-detection rate fw-drop average-time-frame seconds average-threshold packets-per-second

burst-threshold packets-per-second
7. threat-detection rate inspect-drop average-time-frame seconds average-threshold packets-per-second

burst-threshold packets-per-second
8. threat-detection rate syn-attack average-time-frame seconds average-threshold packets-per-second

burst-threshold packets-per-second
9. exit
10. zone securitysecurity-zone-name
11. protectionparameter-map-name
12. exit
13. zone-pair security zone-pair-name source source-zone destination destination-zone
14. end
15. show policy-firewall stats zone

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

ゾーン検査パラメータマップを設定し、パラメータ

マップタイプ検査コンフィギュレーションモードを

開始します。

parameter-map type inspect-zone
zone-pmap-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-zone zone-pmap1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ゾーンに関するステートフルパケットインスペク

ションのアラートメッセージのコンソール表示を有

効にします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   

• logコマンドを使用すると、アラートのロギング
を syslogまたは高速ロガー（HSL）のいずれか
に設定できます。

ゾーンの基本脅威検出を設定します。threat-detection basic-threat

例：
Device(config-profile)# threat-detection
basic-threat

ステップ 5   

ファイアウォールドロップイベントの脅威検出レー

トを設定します。

threat-detection rate fw-drop average-time-frame
seconds average-threshold packets-per-second
burst-threshold packets-per-second

ステップ 6   

• threat-detection rateコマンドを設定する前に、
threat-detection basic-threatコマンドを設定する
必要があります。

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate fw-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

ファイアウォールインスペクションベースのドロッ

プイベントに関する脅威検出レートを設定します。

threat-detection rate inspect-drop
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

ステップ 7   

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate inspect-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

TCP SYN攻撃イベントの脅威検出レートを設定しま
す。

threat-detection rate syn-attack
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

ステップ 8   

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate syn-attack average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーショ

ンモードを終了し、グローバルコンフィギュレー

ションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーン

コンフィギュレーションモードを開始します。

zone securitysecurity-zone-name

例：
Device(config)# zone security public

ステップ 10   

ゾーン検査パラメータマップをゾーンにアタッチし、

ゾーン検査パラメータマップで設定されている機能

をゾーンに適用します。

protectionparameter-map-name

例：
Device(config-sec-zone)# protection
zone-pmap1

ステップ 11   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 12   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコン

フィギュレーションモードを開始します。

zone-pair security zone-pair-name source
source-zone destination destination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security
private2public source private destination
public

ステップ 13   

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 14   

ゾーンレベルでのポリシーファイアウォール統計情

報を表示します。

show policy-firewall stats zone

例：
Device# show policy-firewall stats zone

ステップ 15   

ボックス単位のハーフオープンセッション制限の設定

ボックス単位とは、ファイアウォールセッションテーブル全体という意味です。parameter-map
type inspect-globalコマンドに続くすべての設定がボックスに適用されます。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. alert on
5. per-box max-incomplete number
6. session total number
7. end
8. show policy-firewall stats global

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータ

マップを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュ

レーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 3   

• parameter-map type inspect-global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect global

• parameter-map type inspect global

コマンドがサポートされます。これら両方のコマンドを

一緒に設定することはできません。例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合はステップ 5および 6にスキップします。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイ
アウォールセッションに適用されるためです。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッセー

ジのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   

ファイアウォールセッションテーブルのハーフオープン接続

の最大数を設定します。

per-box max-incomplete number

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 12345

ステップ 5   

ファイアウォールセッションテーブルの合計セッション制限

を設定します。

session total number

例：
Device(config-profile)# session
total 34500

ステップ 6   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 7   

グローバルファイアウォール統計情報を表示します。show policy-firewall stats global

例：
Device# show policy-firewall stats
global

ステップ 8   
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VRF 検査パラメータマップ用のハーフオープンセッション制限の設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect-vrf vrf-name
4. alert on
5. max-incomplete number
6. session total number
7. exit
8. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

9. alert on
10. vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name
11. end
12. show policy-firewall stats vrf vrf-pmap-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VRF検査パラメータマップを設定し、パラメータマップ
タイプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

parameter-map type inspect-vrf vrf-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 3   

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッ

セージのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

VRFごとのハーフオープン接続の最大数を設定します。max-incomplete number

例：
Device(config-profile)#
max-incomplete 2000

ステップ 5   

VRFの総セッション制限を設定します。session total number

例：
Device(config-profile)# session total
34500

ステップ 6   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 7   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータ

マップを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィ

ギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 8   

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalコマンドまたは parameter-map type

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

inspect globalコマンドを使用できます。これら両方の
コマンドを一緒に設定することはできません。

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する
場合は、ステップ 10をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定
する場合は per-boxコンフィギュレーションがサ
ポートされません。その理由は、デフォルトです

べての per-boxコンフィギュレーションがすべて
のファイアウォールセッションに適用されるため

です。

（注）

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッ

セージのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 9   

グローバルパラメータマップに VRFをバインドします。vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 11   

VRFレベルポリシーファイアウォール統計情報を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf vrf1-pmap

ステップ 12   

グローバル TCP SYN フラッド制限の設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-maptypeinspect-global

• parameter-maptypeinspect global

4. alerton
5. per-box tcp syn-floodlimitnumber
6. end
7. showpolicy-firewallstatsvrfglobal

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマップタ

イプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 3   

• parameter-maptypeinspect-global •ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalコマンドまたは parameter-map type inspect• parameter-maptypeinspect global
globalコマンドを設定できます。これら両方のコマンドを
一緒に設定することはできません。

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場合
は、ステップ 5をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合はper-boxコンフィギュレーションがサポート
されません。これは、デフォルトですべての per-box
コンフィギュレーションがすべてのファイアウォール

セッションに適用されるためです。

（注）

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッセー

ジのコンソール表示をイネーブルにします。

alerton

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   

新しい SYNパケットの SYN Cookie処理をトリガーする TCP
ハーフオープンセッションの数を制限します。

per-box tcp syn-floodlimitnumber

例：
Device(config-profile)# per-box tcp
syn-flood limit 500

ステップ 5   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 6   

（任意）グローバル VRFファイアウォールポリシーのステー
タスを表示します。

showpolicy-firewallstatsvrfglobal

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf global

ステップ 7   

•存在する TCPハーフオープンセッションの数もまたコマ
ンド出力に表示されます。

例

次に、show policy-firewall stats vrf globalコマンドの出力例を示します。
Device# show policy-firewall stats vrf global

Global table statistics
total_session_cnt: 0
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exceed_cnt: 0
tcp_half_open_cnt: 0
syn_exceed_cnt: 0

分散型サービス妨害攻撃に対する保護の設定例

例：ファイアウォールの設定

Router# configure terminal
Router(config)# class-map type inspect match-any ddos-class
Router(config-cmap)# match protocol tcp
Router(config-cmap-c)# exit
Router(config)# parameter-map type inspect global
Router(config-profile)# redundancy
Router(config-profile)# exit
Router(config)# policy-map type inspect ddos-fw
Router(config-pmap)# class type inspect ddos-class
Router(config-pmap-c)# inspect
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# drop
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# zone security private
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone security public
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone-pair security private2public source private destination public
Router((config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect ddos-fw
Router((config-sec-zone-pair)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0.1
Router(config-subif)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 2
Router(config-subif)# zone-member security private
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1/0.1
Router(config-subif)# ip address 10.2.2.2 255.255.255.0
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 2
Router(config-subif)# zone-member security public
Router(config-subif)# end

例：ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングの設定

例：ボックス単位のアグレッシブエージングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# per-box max-incomplete 2000 aggressive-aging 1500 low 1200
Device(config-profile)# per-box aggressive-aging high 1700 low 1300
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
Device(config-profile)# end
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例：デフォルト VRF のアグレッシブエージングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# max-incomplete 2000 aggressive-aging high 1500 low 1200
Device(config-profile)# session total 1000 aggressive-aging high percent 80 low percent 60
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
Device(config-profile)# end

例：ファイアウォールセッションのエージングアウトの設定
Device# configure terminal
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect vrf1-pmap
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp idle-time 3000 ageout-time 100
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
Device(config-profile)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ddos-fw
Device(config-profile)# class type inspect match-any ddos-class
Device(config-profile)# inspect pmap1
Device(config-profile)# end

例：VRF 単位のアグレッシブエージングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip vrf ddos-vrf1
Device(config-vrf)# rd 100:2
Device(config-vrf)# route-target export 100:2
Device(config-vrf)# route-target import 100:2
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect-vrf vrf1-pmap
Device(config-profile)# max-incomplete 3455 aggressive-aging high 2345 low 2255
Device(config-profile)# session total 1000 aggressive-aging high percent 80 low percent 60
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect vrf1-pmap
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp idle-time 3000 ageout-time 100
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
Device(config-profile)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ddos-fw
Device(config-pmap)# class type inspect match-any ddos-class
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1
Device(config-profile)# end

例：ファイアウォールイベントレートモニタリングの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect zone zone-pmap1
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# threat-detection basic-threat
Device(config-profile)# threat-detection rate fw-drop average-time-frame 600 average-threshold
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100 burst-threshold 100
Device(config-profile)# threat-detection rate inspect-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100
Device(config-profile)# threat-detection rate syn-attack average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100
Device(config-profile)# exit
Device(config)# zone security public
Device(config-sec-zone)# protection zone-pmap1
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security private2public source private destination public
Device(config-sec-zone-pair)# end

例：ボックス単位のハーフオープンセッション制限の設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# per-box max-incomplete 12345
Device(config-profile)# session total 34500
Device(config-profile)# end

例：検査 VRF パラメータマップに対するハーフオープンセッション
制限の設定

Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect vrf vrf1-pmap
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# max-incomplete 3500
Device(config-profile)# session total 34500
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect vrf1-pmap
Device(config-profile)# end

例：グローバル TCP SYN フラッド制限の設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# per-box tcp syn-flood limit 500
Device(config-profile)# end

分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Security Command Reference』セキュリティコマンド

『Configuring Firewall Resource Management
feature』

ファイアウォールリソース管理

『Configuring Firewall TCP SYN Cookie feature』ファイアウォール TCP SYN Cookie

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 22：分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する機能情報

機能情報リリース機能名

分散型サービス妨害攻撃に対する保護機能

は、ボックス単位レベル（すべてのファイ

アウォールセッションに対応）と VRFレ
ベルでのDoS攻撃に対する保護を提供しま
す。DDoS攻撃を防ぐために、ファイア
ウォールセッションのアグレッシブエージ

ング、ファイアウォールセッションのイベ

ントレートモニタリング、ハーフオープン

接続制限、およびグローバル TCP SYN
Cookie保護を設定できます。

次のコマンドが導入または変更されまし

た。clear policy-firewall stats global、
max-incomplete、max-incomplete
aggressive-aging、per-box aggressive-aging、
per-box max-incomplete、per-box
max-incomplete aggressive-aging、per-box
tcp syn-flood limit、session total、show
policy-firewall stats global、show
policy-firewall stats zone、threat-detection
basic-threat、threat-detection rate、および
udp half-open。

Cisco IOS XEリリース
3.4S

分散型サービス妨害攻撃に

対する保護
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第 18 章

ファイアウォールリソース管理の設定

ファイアウォールリソース管理機能は、ルータで設定される VPNルーティングおよび転送
（VRF）セッションとグローバルファイアウォールセッションの数を制限します。

• 機能情報の確認, 345 ページ

• ファイアウォールリソース管理の設定に関する制約事項, 346 ページ

• ファイアウォールリソース管理の設定について, 346 ページ

• ファイアウォールリソース管理の設定方法, 348 ページ

• ファイアウォールリソース管理の設定例, 351 ページ

• その他の参考資料, 351 ページ

• ファイアウォールリソース管理の設定に関する機能情報, 352 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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ファイアウォールリソース管理の設定に関する制約事項
•グローバルレベルまたは VRFレベルのセッション制限を設定した後、その制限値を下回る
セッション制限を再設定すると、新しいセッションは追加されなくなります。ただし、現在

のセッションはドロップされません。

ファイアウォールリソース管理の設定について

ファイアウォールリソース管理

リソース管理では、デバイス上の共有リソースの利用レベルが制限されます。デバイス上の共有

リソースには次のものがあります。

•帯域幅

•接続状態

•メモリ使用率（テーブル単位）

•セッションまたはコールの数

• Packets per second（1秒あたりのパケット数）

• Ternary content addressable memory（TCAM）エントリ

ファイアウォールリソース管理機能は、ゾーンベースのファイアウォールリソース管理をクラス

レベルからVRFレベルおよびグローバルレベルに拡張します。クラスレベルのリソース管理は、
クラスレベルでファイアウォールセッションのリソースを保護します。たとえば、最大セッショ

ン制限、セッションレート制限、不完全セッション制限などのパラメータは、ファイアウォール

リソース（チャンクメモリなど）を保護し、これらのリソースが単一クラスによって使い果たさ

れないようにします。

複数の Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスが同じポリシーを共有する場合、1つ
のVRFインスタンスからのファイアウォールセッション設定要求によって総セッション数が最大
制限に達する可能性があります。1つの VRFがデバイス上で最大量のリソースを消費すると、他
のVRFインスタンスがデバイスリソースを共有することが難しくなります。VRFファイアウォー
ルセッションの数を制限するには、ファイアウォールリソース管理機能を使用できます。

グローバルレベルでは、ファイアウォールリソース管理機能により、グローバルルーティング

ドメインでのファイアウォールセッションによるリソースの使用を制限できます。
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VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール
サービスプロバイダー（SP）または大企業のエッジルータで VRF対応 Cisco IOS XEファイア
ウォールが設定されている場合は、Cisco IOS XEファイアウォール機能がVPNルーティングおよ
び転送（VRF）インターフェイスに適用されます。SPは中小企業市場にマネージドサービスを提
供しています。

VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォールは、さまざまなプロトコルの VRF-Lite（別名Multi-VRF
CE）と Application Inspection and Control（AIC）をサポートします。

VRF対応ファイアウォールは、さまざまなプロトコルの VRF-Lite（別名Multi-VRF CE）と
Application Inspection and Control（AIC）をサポートします。

Cisco IOS XEリリースは、コンテキストベースのアクセスコントロール（CBAC）ファイア
ウォールをサポートしません。

（注）

ファイアウォールセッション

セッション定義

Virtual Routing and Forwarding（VRF）レベルでは、ファイアウォールリソース管理機能により、
各VRFインスタンスのファイアウォールセッション数が追跡されます。グローバルレベルでは、
ファイアウォールリソース管理機能により、デバイスレベルではなくグローバルルーティング

ドメインでのファイアウォールセッションの合計数が追跡されます。VRFとグローバルレベルの
両方では、セッション数はオープンセッションとハーフオープンセッションと不正確なファイア

ウォールセッションデータベース内のセッションの合計です。まだ確立状態に達していないTCP
セッションは、ハーフオープンセッションと呼ばれます。

ファイアウォールには 2つのセッションデータベースがあります。1つはセッションデータベー
スで、もう 1つは不正確なセッションデータベースです。セッションデータベースには、5つの
タプル（送信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送信元ポート、宛先ポート、およびプロトコル）
のセッションが含まれます。タプルは、要素の番号付きリストです。不正確なセッションデータ

ベースには、5つ未満のタプル（欠落した IPアドレス、ポート番号など）のセッションが含まれ
ます。

次の規則は、セッション制限の設定に適用されます。

•クラスレベルセッションの上限は、グローバルの制限を超える可能性があります。

•クラスレベルセッションの上限は、関連する VRFセッションの最大値を超える可能性があ
ります。

• VRF制限値の合計は、グローバルなコンテキストを含め、ハードコーディングされたセッ
ションの制限を超える可能性があります。
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セッションレート

セッションレートは、セッションが特定の時間間隔で確立されるレートです。最大および最小

セッションレート制限を定義できます。セッションレートが指定された最大レートを超えると、

ファイアウォールは新しいセッションのセットアップ要求を拒否し始めます。

リソース管理の観点から最大および最小セッションレート制限を設定すると、多数のファイア

ウォールセッションのセットアップ要求が受信された場合に、Cisco Packet Processorが過負荷に
なることを防ぐのに役立ちます。

未完了またはハーフオープンセッション

未完了セッションはハーフオープンセッションです。未完了セッションで使用されるリソースが

カウントされ、未完了セッション数の増加は最大セッション数制限を設定することにより制限さ

れます。

ファイアウォールリソース管理セッション

ファイアウォールリソース管理セッションには次のルールが適用されます。

•デフォルトでは、オープンセッションまたはハーフオープンセッションのセッション制限
は無制限です。

•オープンセッションまたはハーフオープンセッションは、パラメータで制限され、個別に
カウントされます。

•オープンセッションの数またはハーフオープンセッションの数には、InternetControlMessage
Protocol（ICMP）、TCP、または UDPセッションが含まれます。

•オープンセッションの数とレートを制限できます。

•ハーフオープンセッションではセッションの数だけを制限できます。

ファイアウォールリソース管理の設定方法

ファイアウォールリソース管理の設定

グローバルパラメータマップは、ルータレベルではなく、グローバルルーティングドメイ

ンで有効になります。

（注）
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name
4. sessiontotalnumber
5. tcpsyn-floodlimitnumber
6. exit
7. parameter-maptypeinspect-global
8. vrfvrf-nameinspectparameter-map-name
9. exit
10. parameter-maptypeinspect-vrfvrf-default
11. sessiontotalnumber
12. tcpsyn-floodlimitnumber
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VRF検査タイプパラメータマップを設定し、パラメー
タマップタイプ検査コンフィギュレーションモードを

開始します。

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 3   

セッションの総数を設定します。sessiontotalnumber

例：
Device(config-profile)# session total
1000

ステップ 4   

新しい SYNパケットの同期（SYN）Cookie処理をトリ
ガーする TCPハーフオープンセッションの数を制限し
ます。

tcpsyn-floodlimitnumber

例：
Device(config-profile)# tcp syn-flood
limit 2000

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 6   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマッ

プタイプ検査コンフィギュレーションモードを開始し

ます。

parameter-maptypeinspect-global

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global

ステップ 7   

VRFをパラメータマップにバインドします。vrfvrf-nameinspectparameter-map-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect
vrf1-pmap

ステップ 8   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

デフォルトのVRF検査タイプパラメータマップを設定
します。

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-default

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf-default

ステップ 10   

セッションの総数を設定します。sessiontotalnumber

例：
Device(config-profile)# session total
6000

ステップ 11   

• VRF検査タイプパラメータマップ用およびグロー
バルパラメータマップ用に sessiontotalコマンドを
設定できます。VRF検査タイプパラメータマップ
用に sessiontotalコマンドを設定する場合、VRF検
査タイプパラメータマップにセッションが関連付

けられます。グローバルパラメータマップ用に

sessiontotalコマンドが設定された場合、このコマ
ンドはグローバルルーティングドメインに適用さ

れます。

新しい SYNパケットの SYNCookie処理をトリガーする
TCPハーフオープンセッションの数を制限します。

tcpsyn-floodlimitnumber

例：
Device(config-profile)# tcp syn-flood
limit 7000

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 13   

ファイアウォールリソース管理の設定例

例：ファイアウォールリソース管理の設定

Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect-vrf vrf1-pmap
Device(config-profile)# session total 1000
Device(config-profile)# tcp syn-flood limit 2000
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect-global
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect pmap1
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect-vrf vrf-default
Device(config-profile)# session total 6000
Device(config-profile)# tcp syn-flood limit 7000
Device(config-profile)# end

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands
A to C』

•『Security Command Reference: Commands
D to L』

•『Security Command Reference: Commands
M to R』

•『Security Command Reference: Commands S
to Z』

セキュリティコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
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マニュアルタイトル関連項目

「VRF対応 Cisco IOS XEファイアウォール」
モジュール

VRF対応ファイアウォール

「ゾーンベースポリシーファイアウォール」

モジュール

ゾーンベースポリシーファイアウォール

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ファイアウォールリソース管理の設定に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 23：ファイアウォールリソース管理の設定に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォールリソース管

理機能は、ルータで設定される

VPNルーティングおよび転送
（VRF）セッションとグローバ
ルファイアウォールセッショ

ンの数を制限します。

次のコマンドが導入または変更

されました。

parameter-maptypeinspect-vrf。

Cisco IOS XEリリース 3.3Sファイアウォールリソース管

理
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第 19 章

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス
妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポー

ト

IPv6ゾーンベースファイアウォールでは、分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理
がサポートされています。

分散型サービス妨害攻撃の防止機能は、グローバルレベル（すべてのファイアウォールセッショ

ン）および VPNルーティングおよび転送（VRF）レベルでのサービス妨害（DoS）攻撃からの
保護を提供します。分散型サービス妨害攻撃からの保護機能により、分散型 DoS攻撃を防止す
るため、ファイアウォールセッションのアグレッシブエージング、ファイアウォールセッショ

ンのイベントレートモニタ、ハーフオープン接続制限、およびグローバル TCP同期（SYN）
Cookie保護を設定できます。

ファイアウォールリソース管理機能では、デバイスで設定されているグローバルファイアウォー

ルセッションと VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスの数が制限されます。

このモジュールでは、分散型サービス妨害攻撃からの保護機能とファイアウォールリソース管

理機能を設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 356 ページ

• IPv6ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃からの保護およびリソース管理のサポー
トの制約事項, 356 ページ

• IPv6ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポートに
関する情報, 356 ページ

• IPv6ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポートの
設定方法, 362 ページ

• IPv6ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポートの
設定例, 390 ページ

• IPv6ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポートに
関する追加情報 , 393 ページ
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• IPv6ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポートの
機能情報, 394 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃から
の保護およびリソース管理のサポートの制約事項

ファイアウォールリソース管理機能には次の制約事項が適用されます。

•グローバルレベルまたはVirtual Routing and Forwarding（VRF）レベルでのセッション制限を
設定し、その後このセッション制限を再設定すると、グローバルレベルまたは VRFレベル
のセッション制限が初期設定セッション数を下回っている場合に、新しいセッションが追加

されません。ただし、現在のセッションはドロップされません。

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防
止およびリソース管理のサポートに関する情報

ファイアウォールセッションのアグレッシブエージング

アグレッシブエージング機能により、ファイアウォールは、セッションを積極的にエージングア

ウトし、新しいセッションのためのスペースを確保することで、ファイアウォールセッション

データベースがいっぱいになるのを防ぐことができます。ファイアウォールはそのリソースを保

護するため、アイドルセッションを削除します。アグレッシブエージング機能により、ファイア

ウォールセッションが存在できる時間は、タイマーで定義されている時間（エージングアウト時

間）よりも短くなります。

アグレッシブエージング機能には、アグレッシブエージング期間の開始と終了を定義するしきい

値（高位水準点と低位水準点）があります。アグレッシブエージング期間は、セッションテーブ
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ルが高位水準点を超えると開始され、低位水準点を下回ると終了します。アグレッシブエージン

グの期間中、セッションの存続期間は、エージングアウト時間を使用して設定した期間よりも短

くなります。ファイアウォールがセッションを終了する時間よりも短い時間で攻撃者がセッショ

ンを開始する場合、セッションを作成するために割り当てられているすべてのリソースが使用さ

れ、新しいすべての接続が拒否されます。このような攻撃を防ぐには、セッションを積極的にエー

ジングアウトするようにアグレッシブエージング機能を設定できます。この機能はデフォルトで

無効に設定されています。

ボックスレベル（ボックスはファイアウォールセッションテーブル全体を示します）および

Virtual Routing and Forwarding（VRF）レベルで、ハーフオープンセッションおよび総セッション
にアグレッシブエージングを設定できます。この機能を総セッションに対して設定している場

合、ファイアウォールセッションリソースを使用するすべてのセッションが考慮されます。総

セッションは、確立されたセッション、ハーフオープンセッション、および不明確セッション

データベース内のセッションで構成されます。（確立状態に達していない TCPセッションはハー
フオープンセッションと呼ばれます）。

ファイアウォールには 2つのセッションデータベースがあります。1つはセッションデータベー
スで、もう 1つは不正確なセッションデータベースです。セッションデータベースには、5タプ
ル（送信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送信元ポート、宛先ポート、およびプロトコル）が
設定されているセッションが含まれます。タプルは、要素の番号付きリストです。不正確なセッ

ションデータベースには、5つ未満のタプル（欠落した IPアドレス、ポート番号など）のセッ
ションが含まれます。ハーフオープンセッションのアグレッシブエージングでは、ハーフオープ

ンセッションだけが考慮されます。

Internet Control Message Protocol（ICMP）、TCP、および UDPファイアウォールセッションには
アグレッシブエージングアウト時間を設定できます。エージングアウト時間は、デフォルトでは

アイドル時間に設定されます。

イベントレートモニタリング機能

イベントレートモニタリング機能は、ゾーンの事前定義イベントのレートをモニタします。イベ

ントレートモニタリング機能には基本脅威検出機能が含まれています。これはセキュリティデ

バイスの機能であり、ファイアウォールの内側にあるリソースで発生する可能性のある脅威、異

常、および攻撃を検出し、それらに対するアクションを実行します。イベントの基本脅威検出レー

トを設定できます。特定タイプのイベントの着信レートが、設定されている脅威検出レートを超

えると、イベントレートモニタリング機能はこのイベントを脅威と見なし、脅威を阻止するため

のアクションを実行します。脅威検出機能は、入力ゾーンでのみイベントを検査します（イベン

トレートモニタリング機能が入力ゾーンで有効な場合）。

ネットワーク管理者に対し、発生する可能性のある脅威に関する情報がアラートメッセージ（syslog
または高速ロガー（HSL））で通知されます。ネットワーク管理者は攻撃ベクトルの検出、攻撃
元ゾーンの検出、または特定の動作やトラフィックをブロックするようにネットワーク上のデバ

イスを設定するなどのアクションを実行できます。

イベントレートモニタリング機能は、次のタイプのイベントをモニタします。
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•基本ファイアウォールチェックが失敗したためにファイアウォールがドロップする：これに
は、ゾーンまたはゾーンペアのチェック失敗、ドロップアクションを使用して設定された

ファイアウォールポリシーなどがあります。

•レイヤ 4インスペクションの失敗が原因でファイアウォールがドロップする：これには、1
番目の TCPパケットが同期（SYN）パケットではないために失敗した TCPインスペクショ
ンが含まれることがあります。

• TCP SYN Cookie攻撃：これには、ドロップされた SYNパケットの数と、スプーフィング攻
撃として送信された SYN Cookieの数の集計が含まれることがあります。

イベントレートモニタリング機能は、さまざまなイベントの平均レートとバーストレートをモ

ニタします。各イベントタイプにはレートオブジェクトがあります。レートオブジェクトは、

設定可能なパラメータ（平均しきい値、バーストしきい値、期間）が含まれる関連レートにより

制御されます。期間はタイムスロットに分割されます。各タイムスロットは期間の 1/30です。

平均レートは、イベントタイプごとに計算されます。各レートオブジェクトは、30個の完了済
みサンプリング値と、現在進行中のサンプリング期間を保持するための 1つの値を保持します。
計算済みの最も古い値が現在のサンプリング値で置き換えられ、平均が再計算されます。平均レー

トは各期間で計算されます。平均レートが平均しきい値を超えると、イベントレートモニタリン

グ機能はこれを潜在的な脅威と解釈し、統計情報を更新し、ネットワーク管理者に通知します。

バーストレートは、トークンバケットアルゴリズムを使用して実装されます。各タイムスロッ

トで、トークンバケットがトークンで埋められます。発生する（特定のイベントタイプの）イベ

ントごとに、バケットからトークンが削除されます。空のバケットは、バーストしきい値に到達

したことを意味し、管理者が syslogまたは HSLからアラームを受信します。show policy-firewall
stats zoneコマンドの出力から、脅威検出統計情報を確認し、ゾーン内でさまざまなイベントに対
する潜在的な脅威を理解することができます。

最初に threat-detectionbasic-threatコマンドを使用して、基本脅威検出機能を有効にする必要があ
ります。基本脅威検出機能を設定したら、脅威検出レートを設定できます。脅威検出レートを設

定するには、threat-detection rateコマンドを使用します。

次の表では、イベントレートモニタリング機能が有効な場合に適用可能な基本脅威検出のデフォ

ルト設定について説明します。

表 24：基本的な脅威の検出のデフォルト設定

脅威検出の設定パケットドロップの理由

平均レート 400パケット/秒（pps）

バーストレート 1600 pps

レート間隔 600秒

基本的なファイアウォールドロップ

平均レート 400 pps

バーストレート 1600 pps

レート間隔 600秒

インスペクションベースのファイアウォール

ドロップ
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脅威検出の設定パケットドロップの理由

平均レート 100 pps

バーストレート 200 pps

レート間隔 600秒

SYN攻撃ファイアウォールドロップ

ハーフオープン接続の制限

ファイアウォールセッションテーブルでは、ファイアウォールのハーフオープン接続数を制限で

きるようになっています。ハーフオープンセッション数を制限することで、ハーフオープンセッ

ションでボックスごとのレベルや Virtual Routing and Forwarding（VRF）レベルでファイアウォー
ルセッションテーブルをいっぱいにしてセッションを確立できないようにする攻撃に対し、ファ

イアウォールを防御できます。ハーフオープン接続の制限は、レイヤ4プロトコル、InternetControl
Message Protocol（ICMP）、TCP、UDPに対して設定できます。UDPハーフオープンセッション
数に対して設定された制限は、TCPや ICMPのハーフオープンセッションには影響しません。設
定されたハーフオープンセッションの制限を超えると、すべての新規セッションが拒否され、ロ

グメッセージが Syslogまたは高速ロガー（HSL）に生成されます。

次のセッションはハーフオープンセッションと見なされます。

• 3ウェイハンドシェイクを完了していない TCPセッション。

• UDPフローで 1つのパケットだけが検出された UDPセッション。

• ICMPエコー要求または ICMPタイムスタンプ要求に対する応答を受信していない ICMPセッ
ション。

TCP SYN フラッド攻撃
グローバルの TCP SYNフラッド制限を設定して、SYNフラッド攻撃を制限できます。TCP SYN
フラッド攻撃は、サービス妨害（DoS）攻撃の一種です。設定済みの TCP SYNフラッド制限に達
すると、ファイアウォールは、さらにセッションを作成する前に、セッションの送信元を確認し

ます。通常は、TCP SYNパケットはファイアウォールの背後のターゲットエンドホストまたは
サブネットアドレスの範囲に送信されます。これらの TCP SYNパケットによって、送信元 IPア
ドレスがスプーフィングされます。スプーフィング攻撃では、個人やプログラムが偽のデータを

使用してネットワーク内のリソースにアクセスしようとします。TCP SYNフラッディングは、
ファイアウォールまたはエンドホスト上のすべてのリソースを乗っ取る可能性があるため、サー

ビス妨害がトラフィックを正当化することになります。TCPSYNフラッド保護は、VRFレベルと
ゾーンレベルで設定できます。

SYNフラッド攻撃は、次の 2つのタイプに分類されます。

•ホストフラッド：SYNフラッドパケットが単一のホストに送信され、そのホスト上のすべ
てのリソースを使用することが意図されます。
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•ファイアウォールセッションテーブルフラッド：SYNフラッドパケットがファイアウォー
ルの背後のアドレスの範囲に送信され、ファイアウォール上のセッションテーブルリソー

スを枯渇させ、その結果、リソースの拒否がファイアウォールを通過するトラフィックを正

当化することが意図されます。

ファイアウォールリソース管理

リソース管理では、デバイス上の共有リソースの利用レベルが制限されます。デバイス上の共有

リソースには次のものがあります。

•帯域幅

•接続状態

•メモリ使用率（テーブル単位）

•セッションまたはコールの数

• Packets per second（1秒あたりのパケット数）

• Ternary content addressable memory（TCAM）エントリ

ファイアウォールリソース管理機能は、ゾーンベースのファイアウォールリソース管理をクラス

レベルからVRFレベルおよびグローバルレベルに拡張します。クラスレベルのリソース管理は、
クラスレベルでファイアウォールセッションのリソースを保護します。たとえば、最大セッショ

ン制限、セッションレート制限、不完全セッション制限などのパラメータは、ファイアウォール

リソース（チャンクメモリなど）を保護し、これらのリソースが単一クラスによって使い果たさ

れないようにします。

複数の Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスが同じポリシーを共有する場合、1つ
のVRFインスタンスからのファイアウォールセッション設定要求によって総セッション数が最大
制限に達する可能性があります。1つの VRFがデバイス上で最大量のリソースを消費すると、他
のVRFインスタンスがデバイスリソースを共有することが難しくなります。VRFファイアウォー
ルセッションの数を制限するには、ファイアウォールリソース管理機能を使用できます。

グローバルレベルでは、ファイアウォールリソース管理機能により、グローバルルーティング

ドメインでのファイアウォールセッションによるリソースの使用を制限できます。

ファイアウォールセッション

セッション定義

Virtual Routing and Forwarding（VRF）レベルでは、ファイアウォールリソース管理機能により、
各VRFインスタンスのファイアウォールセッション数が追跡されます。グローバルレベルでは、
ファイアウォールリソース管理機能により、デバイスレベルではなくグローバルルーティング

ドメインでのファイアウォールセッションの合計数が追跡されます。VRFとグローバルレベルの
両方では、セッション数はオープンセッションとハーフオープンセッションと不正確なファイア
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ウォールセッションデータベース内のセッションの合計です。まだ確立状態に達していないTCP
セッションは、ハーフオープンセッションと呼ばれます。

ファイアウォールには 2つのセッションデータベースがあります。1つはセッションデータベー
スで、もう 1つは不正確なセッションデータベースです。セッションデータベースには、5つの
タプル（送信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送信元ポート、宛先ポート、およびプロトコル）
のセッションが含まれます。タプルは、要素の番号付きリストです。不正確なセッションデータ

ベースには、5つ未満のタプル（欠落した IPアドレス、ポート番号など）のセッションが含まれ
ます。

次の規則は、セッション制限の設定に適用されます。

•クラスレベルセッションの上限は、グローバルの制限を超える可能性があります。

•クラスレベルセッションの上限は、関連する VRFセッションの最大値を超える可能性があ
ります。

• VRF制限値の合計は、グローバルなコンテキストを含め、ハードコーディングされたセッ
ションの制限を超える可能性があります。

セッションレート

セッションレートは、セッションが特定の時間間隔で確立されるレートです。最大および最小

セッションレート制限を定義できます。セッションレートが指定された最大レートを超えると、

ファイアウォールは新しいセッションのセットアップ要求を拒否し始めます。

リソース管理の観点から最大および最小セッションレート制限を設定すると、多数のファイア

ウォールセッションのセットアップ要求が受信された場合に、Cisco Packet Processorが過負荷に
なることを防ぐのに役立ちます。

未完了またはハーフオープンセッション

未完了セッションはハーフオープンセッションです。未完了セッションで使用されるリソースが

カウントされ、未完了セッション数の増加は最大セッション数制限を設定することにより制限さ

れます。

ファイアウォールリソース管理セッション

ファイアウォールリソース管理セッションには次のルールが適用されます。

•デフォルトでは、オープンセッションまたはハーフオープンセッションのセッション制限
は無制限です。

•オープンセッションまたはハーフオープンセッションは、パラメータで制限され、個別に
カウントされます。

•オープンセッションの数またはハーフオープンセッションの数には、InternetControlMessage
Protocol（ICMP）、TCP、または UDPセッションが含まれます。
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•オープンセッションの数とレートを制限できます。

•ハーフオープンセッションではセッションの数だけを制限できます。

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防
止およびリソース管理のサポートの設定方法

IPv6 ファイアウォールの設定
IPv4ファイアウォールと IPv6ファイアウォールを設定する手順は同じです。 IPv6ファイアウォー
ルを設定するには、IPv6アドレスファミリだけがマッチングされるようにクラスマップを設定す
る必要があります。

match protocolコマンドは IPv4トラフィックと IPv6トラフィックの両方に適用され、IPv4ポリ
シーと IPv6ポリシーのどちらにもこれを含めることができます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. vrf-definitionvrf-name
4. address-family ipv6
5. exit-address-family
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. sessions maximumsessions
9. exit
10. ipv6 unicast-routing
11. ip port-mapappl-name portport-numlistlist-name
12. ipv6 access-listaccess-list-name
13. permit ipv6 any any
14. exit
15. class-map type inspect match-allclass-map-name
16. match access-group nameaccess-group-name
17. match protocolprotocol-name
18. exit
19. policy-map type inspectpolicy-map-name
20. class type inspectclass-map-name
21. inspect[parameter-map-name]
22. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

Virtual Routing and Forwarding（VRF）ルーティングテー
ブルインスタンスを設定し、VRFコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

vrf-definitionvrf-name

例：
Device(config)# vrf-definition VRF1

ステップ 3   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を開始して、標準 IPv6アドレスプレフィックスを伝送す
るセッションを設定します。

address-family ipv6

例：
Device(config-vrf)# address-family
ipv6

ステップ 4   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード
を終了し、VRFコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

exit-address-family

例：
Device(config-vrf-af)#
exit-address-family

ステップ 5   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、グロー
バルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 6   

ファイアウォールのグローバル検査タイプパラメータ

マップを、検査アクションに関連するしきい値、タイム

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect ipv6-param-map

ステップ 7   

アウト、その他のパラメータに接続できるようにし、パ

ラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを開始します。

ゾーンペア上に存在可能な最大許容セッション数を設定

します。

sessions maximumsessions

例：
Device(config-profile)# sessions
maximum 10000

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

IPv6ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにし
ます。

ipv6 unicast-routing

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 10   

IPv6アクセスコントロールリスト（ACL）を使用して
ポート/アプリケーション間マッピング（PAM）を確立し
ます。

ip port-mapappl-name
portport-numlistlist-name

例：
Device(config)# ip port-map ftp port
8090 list ipv6-acl

ステップ 11   

IPv6アクセスリストを定義し、IPv6アクセスリストコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

ipv6 access-listaccess-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
ipv6-acl

ステップ 12   

IPv6アクセスリストに許可条件を設定します。permit ipv6 any any

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
any any

ステップ 13   

IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモードを
終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

exit

例：
Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 14   

アプリケーション固有の検査タイプクラスマップを作成

し、QoSクラスマップコンフィギュレーションモード
を開始します。

class-map type inspect
match-allclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-all ipv6-class

ステップ 15   

指定したACLをベースにクラスマップに対して一致基準
を設定します。

match access-group
nameaccess-group-name

例：
Device(config-cmap)# match
access-group name ipv6-acl

ステップ 16   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたプロトコルに基づき、クラスマップの一致基

準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
tcp

ステップ 17   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを終
了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 18   

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを開
始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ipv6-policy

ステップ 19   

アクションの実行対象となるトラフィッククラスを指定

し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect ipv6-class

ステップ 20   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブルに

します。

inspect[parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
ipv6-param-map

ステップ 21   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 22   

ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングの設定

アグレッシブエージング機能は、ボックス単位（ボックス単位とは、ファイアウォールセッショ

ンテーブル全体を意味します）、デフォルトVRF、およびVRF単位のファイアウォールセッショ
ンに設定できます。アグレッシブエージング機能が動作するには、ファイアウォールセッション

のアグレッシブエージングおよびエージングアウト時間を設定する必要があります。

ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングを設定するには、次の作業を実行しま

す。
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ボックス単位のアグレッシブエージングの設定

ボックス単位とは、ファイアウォールセッションテーブル全体という意味です。parameter-map
type inspect-globalコマンドに続くすべての設定がボックスに適用されます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. per-boxmax-incomplete number aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent
percent}

5. per-box aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
9. end
10. show policy-firewall stats global

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータマッ

プを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレー

ションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 3   

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect globalコ
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一

緒に設定することはできません。

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合は、ステップ4とステップ5をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイ
アウォールセッションに適用されるためです。

（注）

ファイアウォールセッションテーブル内のハーフオープン

セッションの上限およびアグレッシブエージングレートを設

定します。

per-box max-incomplete number
aggressive-aging high {value low value |
percent percent low percent percent}

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 2000 aggressive-aging
high 1500 low 1200

ステップ 4   

総セッションのアグレッシブエージング制限を設定します。per-box aggressive-aging high {value low
value | percent percent low percent
percent}

ステップ 5   

例：
Device(config-profile)# per-box
aggressive-aging high 1700 low 1300

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 6   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアクショ
ンに関連するパラメータの検査タイプパラメータマップを設

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 7   

定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを開始します。

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状態
になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 8   

•アグレッシブエージングがイネーブルになった後、最も
古い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトから
設定済みエージアウト時間にリセットされます。この例

では、接続がタイムアウトするまで 30秒待機する代わり
に、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒に設定さ
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目的コマンドまたはアクション

れます。接続が低ウォーターマークを下回ると、アグレッ

シブエージングはディセーブルになります。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 9   

グローバルファイアウォール統計情報を表示します。show policy-firewall stats global

例：
Device# show policy-firewall stats
global

ステップ 10   

デフォルト VRF のアグレッシブエージングの設定
max-incomplete aggressive-agingコマンドを設定すると、デフォルトの VRFにそれが適用されま
す。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します：

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. max-incomplete number aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}
5. session total number [aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}]
6. exit
7. parameter-map type inspectparameter-map-name
8. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
9. end
10. show policy-firewall stats vrf global
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータ

マップを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュ

レーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します：ステップ 3   

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect globalコ

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一

緒に設定することはできません。

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合は、ステップ 5をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は、per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイ
アウォールセッションに適用されるためです。

（注）

ハーフオープンファイアウォールセッションの上限およびア

グレッシブエージング制限を設定します。

max-incomplete number aggressive-aging
high {value low value | percent percent low
percent percent}

ステップ 4   

例：
Device(config-profile)# max-incomplete
3455 aggressive-aging high 2345 low
2255

総ファイアウォールセッションの合計制限およびアグレッシ

ブエージング制限を設定します。

session total number [aggressive-aging high
{value low value | percent percent low
percent percent}]

ステップ 5   

例：
Device(config-profile)# session total
1000 aggressive-aging high percent
80 low percent 60
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 6   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアク
ションに関連するパラメータの検査タイプパラメータマップ

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 7   

を設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレー

ションモードを開始します。

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状態
になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 8   

•アグレッシブエージングがイネーブルになった後、最も
古い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトから
設定済みエージアウト時間にリセットされます。この例

では、接続がタイムアウトするまで30秒待機する代わり
に、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒に設定さ
れます。接続が低ウォーターマークを下回ると、アグレッ

シブエージングはディセーブルになります。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 9   

グローバル VRFファイアウォールポリシー統計を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf global

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf global

ステップ 10   
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VRF 単位のアグレッシブエージングの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ip vrf vrf-name
4. rd route-distinguisher
5. route-target export route-target-ext-community
6. route-target import route-target-ext-community
7. exit
8. parameter-map type inspect-vrf vrf-pmap-name
9. max-incomplete number aggressive-aging high {value low value | percent percent low percent percent}
10. session total number [aggressive-aging {high value low value | percent percent low percent percent}]
11. alert on
12. exit
13. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

14. vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name
15. exit
16. parameter-map type inspectparameter-map-name
17. tcp idle-time seconds [ageout-time seconds]
18. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
19. exit
20. policy-map type inspect policy-map-name
21. class type inspect match-any class-map-name
22. inspect parameter-map-name
23. end
24. show policy-firewall stats vrf vrf-pmap-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

371

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポート
ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングの設定



目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VRFインスタンスを定義し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

ip vrf vrf-name

例：
Device(config)# ip vrf ddos-vrf1

ステップ 3   

VRFインスタンスのルート識別子（RD）を指定します。rd route-distinguisher

例：
Device(config-vrf)# rd 100:2

ステップ 4   

ルートターゲット拡張コミュニティを作成し、ルーティン

グ情報をターゲットVPN拡張コミュニティにエクスポート
します。

route-target export
route-target-ext-community

例：
Device(config-vrf)# route-target
export 100:2

ステップ 5   

ルートターゲット拡張コミュニティを作成し、ターゲット

VPN拡張コミュニティからルーティング情報をインポート
します。

route-target import
route-target-ext-community

例：
Device(config-vrf)# route-target
import 100:2

ステップ 6   

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、グローバ
ルコンフィギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 7   

VRF検査タイプパラメータマップを設定し、パラメータ
マップタイプ検査コンフィギュレーションモードを開始し

ます。

parameter-map type inspect-vrf
vrf-pmap-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 8   

ハーフオープンセッションの上限およびアグレッシブエー

ジング制限を設定します。

max-incomplete number aggressive-aging
high {value low value | percent percent low
percent percent}

ステップ 9   

例：
Device(config-profile)# max-incomplete
2000 aggressive-aging high 1500 low
1200
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目的コマンドまたはアクション

総セッション制限および総セッションに関するアグレッシ

ブエージング制限を設定します。

session total number [aggressive-aging
{high value low value | percent percent low
percent percent}]

ステップ 10   

•総セッション制限は、絶対値またはパーセンテージと
して設定できます。例：

Device(config-profile)# session total
1000 aggressive-aging high percent
80 low percent 60

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッ

セージのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 11   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 12   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマップ

タイプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 13   

• parameter-map type inspect-global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect global

• parameter-map type inspect global

コマンドがサポートされます。これら両方のコマンド

を一緒に設定することはできません。例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する
場合は、ステップ 14をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定
する場合は per-boxコンフィギュレーションがサ
ポートされません。これは、デフォルトですべて

のper-boxコンフィギュレーションがすべてのファ
イアウォールセッションに適用されるためです。

（注）

パラメータマップに VRFをバインドします。vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 14   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 15   

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

373

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポート
ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングの設定



目的コマンドまたはアクション

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアク
ションに関連するパラメータの検査タイプパラメータマッ

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 16   

プを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュ

レーションモードを開始します。

アイドル状態の TCPセッションのタイムアウト、および
TCPセッションのアグレッシブエージングアウト時間を設
定します。

tcp idle-time seconds [ageout-time seconds]

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 17   

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状
態になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 18   

•アグレッシブエージングがイネーブルになると、最も
古い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトか
ら設定済みエージアウト時間にリセットされます。こ

の例では、接続がタイムアウトするまで30秒待機する
代わりに、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒
に設定されます。接続が低ウォーターマークを下回る

と、アグレッシブエージングはディセーブルになりま

す。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 19   

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始
します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw

ステップ 20   

アクションの実行対象となるトラフィック（クラス）を指

定し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーション
モードを開始します。

class type inspect match-any
class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 21   

パラメータマップのステートフルパケットインスペクショ

ンをディセーブルにします。

inspect parameter-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1

ステップ 22   
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目的コマンドまたはアクション

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード
を終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 23   

VRFレベルポリシーファイアウォール統計情報を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

例：
Device# show policy-firewall stats vrf
vrf1-pmap

ステップ 24   

例

次に、show policy-firewall stats vrf vrf1-pmapコマンドの出力例を示します。
Device# show policy-firewall stats vrf vrf1-pmap

VRF: vrf1, Parameter-Map: vrf1-pmap
Interface reference count: 2

Total Session Count(estab + half-open): 80, Exceed: 0
Total Session Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0

Half Open
Protocol Session Cnt Exceed
-------- ----------- ------
All 0 0
UDP 0 0
ICMP 0 0
TCP 0 0

TCP Syn Flood Half Open Count: 0, Exceed: 116
Half Open Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0

ファイアウォールセッションのエージングアウトの設定

ICMP、TCP、または UDPファイアウォールセッションのエージングアウトを設定できます。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name
5. exit
6. parameter-map type inspectparameter-map-name
7. tcp idle-time seconds [ageout-time seconds]
8. tcp synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]
9. exit
10. policy-map type inspect policy-map-name
11. class type inspect match-any class-map-name
12. inspect parameter-map-name
13. end
14. show policy-firewall stats vrf vrf-pmap-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマップタ

イプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 3   

•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect globalコ

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一

緒に設定することはできません。
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目的コマンドまたはアクション

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspectglobal

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合は、ステップ 4をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイア
ウォールセッションに適用されるためです。

（注）

パラメータマップに VRFをバインドします。vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 4   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 5   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectアクショ
ンに関連するパラメータの検査タイプパラメータマップを設

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 6   

定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを開始します。

アイドル状態の TCPセッションのタイムアウト、および TCP
セッションのアグレッシブエージングアウト時間を設定しま

す。

tcp idle-time seconds [ageout-time
seconds]

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 7   

•また、tcp finwait-timeコマンドを設定すると、終了
（FIN）交換がファイアウォールで検出された後に TCP
セッションを管理する時間の長さを指定できます。また

は tcp synwait-timeコマンドを設定すると、セッションを
ドロップする前に TCPセッションが確立状態になるのを
待機する時間を指定できます。

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状態
になるのを待機する時間を指定します。

tcp
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds]

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 8   

•アグレッシブエージングがイネーブルになると、最も古
い TCP接続の SYN待機タイマーが、デフォルトから設
定済みエージアウト時間にリセットされます。この例で

は、接続がタイムアウトするまで 30秒待機する代わり
に、最も古い TCP接続のタイムアウトが 10秒に設定さ
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目的コマンドまたはアクション

れます。接続が低ウォーターマークを下回ると、アグレッ

シブエージングがイネーブルになります。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

プロトコル固有の検査タイプポリシーマップを作成し、QoS
ポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw

ステップ 10   

アクションの実行対象となるトラフィッククラスを指定し、

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを
開始します。

class type inspect match-any
class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 11   

パラメータマップのステートフルパケットインスペクション

をディセーブルにします。

inspect parameter-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1

ステップ 12   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを
終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 13   

VRFレベルポリシーファイアウォール統計情報を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf vrf1-pmap

ステップ 14   

例

次に、show policy-firewall stats vrf vrf1-pmapコマンドの出力例を示します。
Device# show policy-firewall stats vrf vrf1-pmap

VRF: vrf1, Parameter-Map: vrf1-pmap
Interface reference count: 2

Total Session Count(estab + half-open): 270, Exceed: 0
Total Session Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0

Half Open
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Protocol Session Cnt Exceed
-------- ----------- ------
All 0 0
UDP 0 0
ICMP 0 0
TCP 0 0

TCP Syn Flood Half Open Count: 0, Exceed: 12
Half Open Aggressive Aging Period Off, Event Count: 0

ファイアウォールイベントレートモニタリングの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect-zone zone-pmap-name
4. alert on
5. threat-detection basic-threat
6. threat-detection rate fw-drop average-time-frame seconds average-threshold packets-per-second

burst-threshold packets-per-second
7. threat-detection rate inspect-drop average-time-frame seconds average-threshold packets-per-second

burst-threshold packets-per-second
8. threat-detection rate syn-attack average-time-frame seconds average-threshold packets-per-second

burst-threshold packets-per-second
9. exit
10. zone securitysecurity-zone-name
11. protectionparameter-map-name
12. exit
13. zone-pair security zone-pair-name source source-zone destination destination-zone
14. end
15. show policy-firewall stats zone

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ゾーン検査パラメータマップを設定し、パラメータ

マップタイプ検査コンフィギュレーションモードを

開始します。

parameter-map type inspect-zone
zone-pmap-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-zone zone-pmap1

ステップ 3   

ゾーンに関するステートフルパケットインスペク

ションのアラートメッセージのコンソール表示を有

効にします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   

• logコマンドを使用すると、アラートのロギング
を syslogまたは高速ロガー（HSL）のいずれか
に設定できます。

ゾーンの基本脅威検出を設定します。threat-detection basic-threat

例：
Device(config-profile)# threat-detection
basic-threat

ステップ 5   

ファイアウォールドロップイベントの脅威検出レー

トを設定します。

threat-detection rate fw-drop average-time-frame
seconds average-threshold packets-per-second
burst-threshold packets-per-second

ステップ 6   

• threat-detection rateコマンドを設定する前に、
threat-detection basic-threatコマンドを設定する
必要があります。

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate fw-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

ファイアウォールインスペクションベースのドロッ

プイベントに関する脅威検出レートを設定します。

threat-detection rate inspect-drop
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

ステップ 7   

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate inspect-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

TCP SYN攻撃イベントの脅威検出レートを設定しま
す。

threat-detection rate syn-attack
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

ステップ 8   

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate syn-attack average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーショ

ンモードを終了し、グローバルコンフィギュレー

ションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーン

コンフィギュレーションモードを開始します。

zone securitysecurity-zone-name

例：
Device(config)# zone security public

ステップ 10   

ゾーン検査パラメータマップをゾーンにアタッチし、

ゾーン検査パラメータマップで設定されている機能

をゾーンに適用します。

protectionparameter-map-name

例：
Device(config-sec-zone)# protection
zone-pmap1

ステップ 11   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 12   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコン

フィギュレーションモードを開始します。

zone-pair security zone-pair-name source
source-zone destination destination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security
private2public source private destination
public

ステップ 13   

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 14   

ゾーンレベルでのポリシーファイアウォール統計情

報を表示します。

show policy-firewall stats zone

例：
Device# show policy-firewall stats zone

ステップ 15   

ボックス単位のハーフオープンセッション制限の設定

ボックス単位とは、ファイアウォールセッションテーブル全体という意味です。parameter-map
type inspect-globalコマンドに続くすべての設定がボックスに適用されます。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

4. alert on
5. per-box max-incomplete number
6. session total number
7. end
8. show policy-firewall stats global

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータ

マップを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュ

レーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 3   

• parameter-map type inspect-global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalおよび parameter-map type inspect global

• parameter-map type inspect global

コマンドがサポートされます。これら両方のコマンドを

一緒に設定することはできません。例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場
合はステップ 5および 6にスキップします。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合は per-boxコンフィギュレーションがサポー
トされません。これは、デフォルトですべての

per-boxコンフィギュレーションがすべてのファイ
アウォールセッションに適用されるためです。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッセー

ジのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   

ファイアウォールセッションテーブルのハーフオープン接続

の最大数を設定します。

per-box max-incomplete number

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 12345

ステップ 5   

ファイアウォールセッションテーブルの合計セッション制限

を設定します。

session total number

例：
Device(config-profile)# session
total 34500

ステップ 6   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 7   

グローバルファイアウォール統計情報を表示します。show policy-firewall stats global

例：
Device# show policy-firewall stats
global

ステップ 8   
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VRF 検査パラメータマップ用のハーフオープンセッション制限の設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect-vrf vrf-name
4. alert on
5. max-incomplete number
6. session total number
7. exit
8. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global

9. alert on
10. vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name
11. end
12. show policy-firewall stats vrf vrf-pmap-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VRF検査パラメータマップを設定し、パラメータマップ
タイプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

parameter-map type inspect-vrf vrf-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 3   

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッ

セージのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

VRFごとのハーフオープン接続の最大数を設定します。max-incomplete number

例：
Device(config-profile)#
max-incomplete 2000

ステップ 5   

VRFの総セッション制限を設定します。session total number

例：
Device(config-profile)# session total
34500

ステップ 6   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 7   

接続しきい値およびタイムアウトのグローバルパラメータ

マップを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィ

ギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 8   

• parameter-map type inspect-global

• parameter-map type inspect global
•ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalコマンドまたは parameter-map type

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

inspect globalコマンドを使用できます。これら両方の
コマンドを一緒に設定することはできません。

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する
場合は、ステップ 10をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定
する場合は per-boxコンフィギュレーションがサ
ポートされません。その理由は、デフォルトです

べての per-boxコンフィギュレーションがすべて
のファイアウォールセッションに適用されるため

です。

（注）

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッ

セージのコンソール表示をイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 9   

グローバルパラメータマップに VRFをバインドします。vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 11   

VRFレベルポリシーファイアウォール統計情報を表示しま
す。

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf vrf1-pmap

ステップ 12   

グローバル TCP SYN フラッド制限の設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• parameter-maptypeinspect-global

• parameter-maptypeinspect global

4. alerton
5. per-box tcp syn-floodlimitnumber
6. end
7. showpolicy-firewallstatsvrfglobal

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマップタ

イプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 3   

• parameter-maptypeinspect-global •ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
inspect-globalコマンドまたは parameter-map type inspect• parameter-maptypeinspect global
globalコマンドを設定できます。これら両方のコマンドを
一緒に設定することはできません。

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspect global

• parameter-map type inspect-globalコマンドを設定する場合
は、ステップ 5をスキップしてください。

parameter-map type inspect-globalコマンドを設定す
る場合はper-boxコンフィギュレーションがサポート
されません。これは、デフォルトですべての per-box
コンフィギュレーションがすべてのファイアウォール

セッションに適用されるためです。

（注）

ステートフルパケットインスペクションのアラートメッセー

ジのコンソール表示をイネーブルにします。

alerton

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 4   

新しい SYNパケットの SYN Cookie処理をトリガーする TCP
ハーフオープンセッションの数を制限します。

per-box tcp syn-floodlimitnumber

例：
Device(config-profile)# per-box tcp
syn-flood limit 500

ステップ 5   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 6   

（任意）グローバル VRFファイアウォールポリシーのステー
タスを表示します。

showpolicy-firewallstatsvrfglobal

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf global

ステップ 7   

•存在する TCPハーフオープンセッションの数もまたコマ
ンド出力に表示されます。

例

次に、show policy-firewall stats vrf globalコマンドの出力例を示します。
Device# show policy-firewall stats vrf global

Global table statistics
total_session_cnt: 0
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exceed_cnt: 0
tcp_half_open_cnt: 0
syn_exceed_cnt: 0

ファイアウォールリソース管理の設定

グローバルパラメータマップは、ルータレベルではなく、グローバルルーティングドメイ

ンで有効になります。

（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name
4. sessiontotalnumber
5. tcpsyn-floodlimitnumber
6. exit
7. parameter-maptypeinspect-global
8. vrfvrf-nameinspectparameter-map-name
9. exit
10. parameter-maptypeinspect-vrfvrf-default
11. sessiontotalnumber
12. tcpsyn-floodlimitnumber
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

VRF検査タイプパラメータマップを設定し、パラメー
タマップタイプ検査コンフィギュレーションモードを

開始します。

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 3   

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

388

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポート
ファイアウォールリソース管理の設定



目的コマンドまたはアクション

セッションの総数を設定します。sessiontotalnumber

例：
Device(config-profile)# session total
1000

ステップ 4   

新しい SYNパケットの同期（SYN）Cookie処理をトリ
ガーする TCPハーフオープンセッションの数を制限し
ます。

tcpsyn-floodlimitnumber

例：
Device(config-profile)# tcp syn-flood
limit 2000

ステップ 5   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 6   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータマッ

プタイプ検査コンフィギュレーションモードを開始し

ます。

parameter-maptypeinspect-global

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-global

ステップ 7   

VRFをパラメータマップにバインドします。vrfvrf-nameinspectparameter-map-name

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect
vrf1-pmap

ステップ 8   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 9   

デフォルトのVRF検査タイプパラメータマップを設定
します。

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-default

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf-default

ステップ 10   

セッションの総数を設定します。sessiontotalnumber

例：
Device(config-profile)# session total
6000

ステップ 11   

• VRF検査タイプパラメータマップ用およびグロー
バルパラメータマップ用に sessiontotalコマンドを
設定できます。VRF検査タイプパラメータマップ
用に sessiontotalコマンドを設定する場合、VRF検
査タイプパラメータマップにセッションが関連付

けられます。グローバルパラメータマップ用に

sessiontotalコマンドが設定された場合、このコマ
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目的コマンドまたはアクション

ンドはグローバルルーティングドメインに適用さ

れます。

新しい SYNパケットの SYNCookie処理をトリガーする
TCPハーフオープンセッションの数を制限します。

tcpsyn-floodlimitnumber

例：
Device(config-profile)# tcp syn-flood
limit 7000

ステップ 12   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 13   

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防
止およびリソース管理のサポートの設定例

例：IPv6 ファイアウォールの設定

Device# configure terminal
Device(config)# vrf-definition VRF1
Device(config-vrf)# address-family ipv6
Device(config-vrf-af)# exit-address-family
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect ipv6-param-map
Device(config-profile)# sessions maximum 10000
Device(config-profile)# exit
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# ip port-map ftp port 8090 list ipv6-acl
Device(config)# ipv6 access-list ipv6-acl
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Device(config-ipv6-acl)# exit
Device(config)# class-map type inspect match-all ipv6-class
Device(config-cmap)# match access-group name ipv6-acl
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ipv6-policy
Device(config-pmap)# class type inspect ipv6-class
Device(config-pmap-c)# inspect ipv6-param-map
Device(config-pmap-c)# end
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例：ファイアウォールセッションのアグレッシブエージングの設定

例：ボックス単位のアグレッシブエージングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# per-box max-incomplete 2000 aggressive-aging 1500 low 1200
Device(config-profile)# per-box aggressive-aging high 1700 low 1300
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
Device(config-profile)# end

例：デフォルト VRF のアグレッシブエージングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# max-incomplete 2000 aggressive-aging high 1500 low 1200
Device(config-profile)# session total 1000 aggressive-aging high percent 80 low percent 60
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
Device(config-profile)# end

例：VRF 単位のアグレッシブエージングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip vrf ddos-vrf1
Device(config-vrf)# rd 100:2
Device(config-vrf)# route-target export 100:2
Device(config-vrf)# route-target import 100:2
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect-vrf vrf1-pmap
Device(config-profile)# max-incomplete 3455 aggressive-aging high 2345 low 2255
Device(config-profile)# session total 1000 aggressive-aging high percent 80 low percent 60
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect vrf1-pmap
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp idle-time 3000 ageout-time 100
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
Device(config-profile)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ddos-fw
Device(config-pmap)# class type inspect match-any ddos-class
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1
Device(config-profile)# end

例：ファイアウォールセッションのエージングアウトの設定
Device# configure terminal
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect vrf1-pmap
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect pmap1
Device(config-profile)# tcp idle-time 3000 ageout-time 100
Device(config-profile)# tcp synwait-time 30 ageout-time 10
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Device(config-profile)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ddos-fw
Device(config-profile)# class type inspect match-any ddos-class
Device(config-profile)# inspect pmap1
Device(config-profile)# end

例：ファイアウォールイベントレートモニタリングの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect zone zone-pmap1
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# threat-detection basic-threat
Device(config-profile)# threat-detection rate fw-drop average-time-frame 600 average-threshold
100 burst-threshold 100
Device(config-profile)# threat-detection rate inspect-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100
Device(config-profile)# threat-detection rate syn-attack average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100
Device(config-profile)# exit
Device(config)# zone security public
Device(config-sec-zone)# protection zone-pmap1
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security private2public source private destination public
Device(config-sec-zone-pair)# end

例：ボックス単位のハーフオープンセッション制限の設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# per-box max-incomplete 12345
Device(config-profile)# session total 34500
Device(config-profile)# end

例：検査 VRF パラメータマップに対するハーフオープンセッション
制限の設定

Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect vrf vrf1-pmap
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# max-incomplete 3500
Device(config-profile)# session total 34500
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect vrf1-pmap
Device(config-profile)# end

例：グローバル TCP SYN フラッド制限の設定
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

392

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポート
例：ファイアウォールイベントレートモニタリングの設定



Device(config-profile)# alert on
Device(config-profile)# per-box tcp syn-flood limit 500
Device(config-profile)# end

例：ファイアウォールリソース管理の設定

Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect-vrf vrf1-pmap
Device(config-profile)# session total 1000
Device(config-profile)# tcp syn-flood limit 2000
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect-global
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect pmap1
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect-vrf vrf-default
Device(config-profile)# session total 6000
Device(config-profile)# tcp syn-flood limit 7000
Device(config-profile)# end

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防
止およびリソース管理のサポートに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

• Security Command Reference: Commands A to
C』

• Security Command Reference: Commands D to
L』

• Security Command Reference: Commands M to
R』

• Security Command Reference: Commands S to
Z』

セキュリティコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防
止およびリソース管理のサポートの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 25：IPv6 ファイアウォールでの分散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース管理のサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

IPv6ゾーンベースファイアウォールでは、分
散型サービス妨害攻撃の防止およびリソース

管理がサポートされています。

分散型サービス妨害攻撃の防止機能は、グロー

バルレベル（すべてのファイアウォールセッ

ション）および VPNルーティングおよび転送
（VRF）レベルでのサービス妨害（DoS）攻撃
からの保護を提供します。分散型 DoS攻撃を
防止するため、ファイアウォールセッション

のアグレッシブエージング、ファイアウォー

ルセッションのイベントレートモニタ、ハー

フオープン接続制限、およびグローバル TCP
SYN Cookie保護を設定できます。

ファイアウォールリソース管理機能では、デ

バイスで設定されているグローバルファイア

ウォールセッションとVPNルーティングおよ
び転送（VRF）インスタンスの数が制限されま
す。

Cisco IOS XE
Release 3.7S

IPv6ファイアウォールでの分
散型サービス妨害攻撃の防止

およびリソース管理のサポー

ト

Cisco IOS XEリリース 3.10Sでは、Cisco CSR
1000シリーズルータのサポートが追加されま
した。

Cisco IOS XE
Release 3.10S

IPv6ファイアウォールでの分
散型サービス妨害攻撃の防止

およびリソース管理のサポー

ト
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第 20 章

フローあたりの同時パケットの設定可能数

ゾーンベースポリシーファイアウォールでは、フローあたりの同時パケットの数は 25に制限さ
れており、この制限を超えるパケットはドロップされます。この制限に達したためにパケットの

ドロップが発生すると、ネットワークのパフォーマンスに影響します。フローあたりの設定可能

な同時パケット数機能では、フローあたりの同時パケットの数を 25～ 100の範囲で設定できま
す。

このモジュールではこの機能について概説し、この機能を設定する方法を説明します。

• 機能情報の確認, 397 ページ

• フローあたりの同期パケットの設定可能数に関する制約事項, 398 ページ

• フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する情報, 398 ページ

• フローあたりの同時パケット数の設定方法, 399 ページ

• フローあたりの同時パケットの設定可能数の設定例, 405 ページ

• フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する追加情報, 406 ページ

• フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する機能情報, 407 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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フローあたりの同期パケットの設定可能数に関する制約

事項
• TCPウィンドウスケールオプションが設定されている場合、ファイアウォールはフローあ
たりの多すぎるTCPパケットを同時に処理できないため、設定された制限を超えたパケット
はドロップされます。TCPウィンドウスケールオプションが有効になっている場合は、使
用可能な最大ウィンドウサイズが 1 GBになります。

標準の TCPウィンドウサイズは 2～65,535バイトの間です。TCPペイロードサイズが 655
バイト未満の場合は、1つの TCPウィンドウに属しているすべての TCPパケットを 100個の
同時パケットに含めることができないため、パケットドロップが発生する可能性がありま

す。パケットドロップを回避するには、TCPペイロードサイズを大きくするか、TCPウィ
ンドウサイズを小さくすることをお勧めします。

•各プラットフォームで利用可能な総スレッド数は有効なライセンスレベルによって異なりま
す。設定されたフローあたりの同時パケット数が利用可能なハードウェアスレッド数を超え

ている場合は、同時パケット数の設定が無効になります。

フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する情報

設定可能なフローごとの同時パケット数の概要

フローごとの同時パケット数は設定可能であるため、フローごとにネットワークに入ることがで

きる同時パケット数を増やすことができます。フローごとの同時パケット数は、25から 100まで
増加させることができます。デフォルトの同時パケット数は 25です。

マルチスレッド環境では、ゾーンベースポリシーファイアウォールが単一のトラフィックフロー

で複数のパケットを同時に受信する場合があります。ファイアウォールがパケットの処理中に使

用するロックのタイプには、フローロックとソフトウェアロックの2つがあります。フローロッ
クでは、同じフローに属するパケットが正しい順序で処理されるようになります。通常のソフト

ウェアロックは、クリティカルセクションまたは共通データ構造（メモリなど）に対して、複数

のPower ProcessingElement（PPE）スレッドが同時に読み取りや書き込みを試行する際に使用され
ます。

フローごとの同時パケット数が大きいと、スレッドがロックを要求して取得するまでの時間が大

幅に長くなります。この遅延は、リソースの再利用やとハートビート処理などといったタイムク

リティカルなインフラストラクチャに悪影響を与えます。遅延を制御するために、同時パケット

の数は 25に制限され、25を超えるパケットはドロップされていました。

ただし、パケットのドロップはシステムパフォーマンスに多大な影響を与えます。パケットのド

ロップを最小限に抑えるために、設定可能なフローごとの同時パケット数の機能が導入されまし

た。フローごとの同時パケット数をデフォルトの 25から最大 100までに変更して設定できます。
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フローごとの同時パケット数を変更するには、parameter-map type inspectparameter-map-nameコ
マンドまたは parameter-map type inspect globalコマンドの後に session packetコマンドを続けて
設定する必要があります。parameter-map type inspectparameter-map-nameコマンドで設定された
制限は、parameter-map type inspect globalコマンドで設定された制限より優先されます。

ファイアウォールは、Session Initiation Protocol（SIP）トランクのトラフィックを単一のセッショ
ンと見なします。ただし、SIPトランクのトラフィックには、さまざまなユーザのアプリケーショ
ン層ゲートウェイ（ALG）フローが多数含まれます。SIPトランクのトラフィックのスループッ
トが他のトラフィックに比べて高いと、同時パケット数の制限によってパケットがドロップされ

て、ユーザのコールが終了される可能性があります。

フローあたりの同時パケット数の設定方法

フローあたりの同時パケットのクラスマップとポリシーマップの設

定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. class-map type inspect{match-any|match-all} class-map-name
4. match protocolprotocol-name
5. exit
6. policy-map type inspectpolicy-map-name
7. class type inspectclass-map-name
8. inspect
9. exit
10. class class-default
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

検査タイプクラスマップを作成して、クラスマップコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

class-map type inspect{match-any|
match-all} class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any cmap-protocols

ステップ 3   

指定されたプロトコルを基づくクラスマップの一致基

準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
tcp

ステップ 4   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了し

て、グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 5   

検査タイプポリシーマップを作成して、ポリシーマッ

プコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
policy1

ステップ 6   

アクションを実行する対象のトラフィッククラスを指

定し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
cmap-protocols

ステップ 7   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブル

にします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 8   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード

を終了して、ポリシーマップコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 9   

デフォルトクラスのポリシーを設定または変更します。class class-default

例：
Device(config-pmap)# class
class-default

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-pmap)# end

ステップ 11   

フローあたりの同時パケット数の設定

parameter-map type inspectコマンドまたは parameter-map type inspect globalコマンドのいずれ
かを設定した後で、フローあたりの同時パケットの数を設定できます。parameter-maptype inspect
コマンドで設定されたフローあたりの同時パケット数は、parameter-map type inspect globalコマ
ンドで設定された数を上書きします。

フローあたりの同時パケットの数を設定するには、session packetコマンドを設定する必要があり
ます。

ステップ 3と 4またはステップ 6と 7のどちらかを設定する必要があります。（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspectparameter-map-name
4. session packetnumber-of-simultaneous-packets
5. exit
6. parameter-map type inspect global
7. session packetnumber-of-simultaneous-packets
8. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

（オプション）接続しきい値、タイムアウト、および検査ア

クションに関連するその他のパラメータを設定する、検査タ

parameter-map type
inspectparameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect param1

ステップ 3   

イプパラメータマップを定義します。また、parameter-map
タイプ検査コンフィギュレーションモードを開始します。

（オプション）セッションごとに設定可能な同時トラフィッ

クパケットの数を設定します。

session
packetnumber-of-simultaneous-packets

例：
Device(config-profile)# session
packet 55

ステップ 4   

• number-of-simultaneous-packets引数の有効値は 25～ 55
です。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了して、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 5   

（オプション）グローバル検査パラメータマップを定義し

て、parameter-mapタイプ検査コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

parameter-map type inspect global

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect global

ステップ 6   

（オプション）セッションごとに設定可能な同時トラフィッ

クパケットの数を設定します。

session
packetnumber-of-simultaneous-packets

例：
Device(config-profile)# session
packet 35

ステップ 7   

• number-of-simultaneous-packets引数の有効値は 25～ 55
です。

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 8   

フローあたりの同時パケットのゾーンの設定

この作業では、セキュリティゾーン、ゾーンペアを設定し、ゾーンメンバーとしてインターフェ

イスを割り当てる方法を示します。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

402

フローあたりの同時パケットの設定可能数

フローあたりの同時パケットのゾーンの設定



手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone securitysecurity-zone
4. exit
5. zone securitysecurity-zone
6. exit
7. zone-pair securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone
8. service-policy type inspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetype number
11. zone-member securityzone-name
12. exit
13. interfacetype number
14. zone-member securityzone-name
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを割り当てることがで

きるセキュリティゾーンを作成し、セ

zone securitysecurity-zone

例：
Device(config)# zone security z1

ステップ 3   

キュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

•送信元ゾーンと宛先ゾーンという、
ゾーンペアを作成するための 2つの
セキュリティゾーンが必要です。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコン

フィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

インターフェイスを割り当てることがで

きるセキュリティゾーンを作成し、セ

zone securitysecurity-zone

例：
Device(config)# zone security z2

ステップ 5   

キュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

•送信元ゾーンと宛先ゾーンという、
ゾーンペアを作成するための 2つの
セキュリティゾーンが必要です。

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコン

フィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾー

ンペアコンフィギュレーションモードを

開始します。

zone-pair
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security zp-security source z1
destination z2

ステップ 7   

ファイアウォールポリシーマップを宛先

ゾーンペアに付加します。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
policy1

ステップ 8   

•ゾーンのペア間でポリシーが設定さ
れない場合、トラフィックはデフォ

ルトでドロップされます。

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、グローバル

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

コンフィギュレーションモードに戻りま

す。

インターフェイスを設定し、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードを開

始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

ステッ

プ 10   

インターフェイスを指定したセキュリティ

ゾーンに割り当てます。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security z1

ステッ

プ 11   

•インターフェイスをセキュリティ
ゾーンのメンバーにした場合、その

インターフェイスを通して送受信さ
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目的コマンドまたはアクション

れるすべてのトラフィックは、デ

フォルトでドロップされます（ただ

しデバイス宛のトラフィックとデバ

イス発のトラフィックを除く）。ト

ラフィックがインターフェイス通過

するには、ゾーンをポリシーの適用

先のゾーンペアの一部にする必要が

あります。ポリシーがトラフィック

を許可すると、トラフィックはその

インターフェイスを通過できます。

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステッ

プ 12   

インターフェイスを設定し、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードを開

始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/3

ステッ

プ 13   

インターフェイスを指定したセキュリティ

ゾーンに割り当てます。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security z2

ステッ

プ 14   

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモードに
戻ります。

end

例：
Device(config-if)# end

ステッ

プ 15   

フローあたりの同時パケットの設定可能数の設定例

例：フローあたりの同時パケットのクラスマップとポリシーマップ

の設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect match-any cmap-protocols
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect policy1
Device(config-pmap)# class type inspect cmap-protocols
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# exit
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Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap)# end

例：フローあたりの同時パケット数の設定

parameter-map type inspectコマンドまたは parameter-map type inspect globalコマンドのいずれ
かを設定した後で、フローあたりの同時パケットの数を設定できます。parameter-maptype inspect
コマンドで設定されたフローあたりの同時パケット数は、parameter-map type inspect globalコマ
ンドで設定された数を上書きします。

Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect param1
Device(config-profile)# session packet 55
Device(config-profile)# exit
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# session packet 35
Device(config-profile)# end

例：フローあたりの同時パケットのゾーンの設定
Device# configure terminal
Device(config)# zone security z1
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z2
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security zp-security source z1 destination z2
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect policy1
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# zone-member security z1
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/3
Device(config-if)# zone-member security z2
Device(config-if)# end

フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する追加

情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する機能

情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

407

フローあたりの同時パケットの設定可能数

フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する機能情報

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 26：フローあたりの同時パケットの設定可能数に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ゾーンベースポリシーファイアウォールでは、フ

ローあたりの同時パケット数が25に制限され、そ
の制限を超えたパケットはドロップされました。

上限に達したことによるパケットのドロップは、

ネットワークパフォーマンスに影響します。フ

ローあたりの設定可能な同時パケット数機能では、

フローあたりの同時パケットの数を 25～ 100の範
囲で設定できます。

Cisco IOS XEリリース 3.11Sでは、この機能が
CiscoASR 1000シリーズアグリゲーションサービ
スルータ、Cisco 4400シリーズサービス統合型
ルータ、およびシスコクラウドサービスルータ

1000Vシリーズで導入されました。

次のコマンドが導入または変更されました。session
packet、show parameter-map type inspect、show
platform hardware qfp feature firewall datapath
scb、show platform hardware qfp feature firewall
zone-pair、および show platform software firewall
parameter-map。

Cisco IOS XEリリー
ス 3.11S

フローあたりの同時パ

ケットの設定可能数
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第 21 章

LISP とゾーンベースファイアウォールの統
合と相互運用性

LISPおよびゾーンベースファイアウォールの統合および相互運用性の機能により、デバイスを
パススルーするすべての Locator/ID Separation Protocol（LISP）データパケットの内部パケット
インスペクションが可能になります。LISP内部パケットインスペクションを有効にするには、
lispinner-packetinspectionコマンドを設定する必要があります。LISP内部パケットインスペク
ションが行われないと、LISPネットワーク内のエンドポイント ID（EID）デバイスはファイア
ウォールで保護されません。

このモジュールでは、この機能を設定する方法を説明します。

• 機能情報の確認, 409 ページ

• LISPおよびゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性の前提条件, 410 ページ

• LISPおよびゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性に関する制約事項, 410 ペー
ジ

• LISPとゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性に関する情報, 411 ページ

• LISPとゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性の設定方法, 413 ページ

• LISPとゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性の設定例, 421 ページ

• LISPとゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性に関する追加情報, 425 ページ

• LISPとゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性に関する機能情報, 427 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

LISP およびゾーンベースファイアウォールの統合と相互
運用性の前提条件

•アクティブデバイスとスタンバイデバイスのシャーシ間高可用性設定は同一でなければな
りません。

LISP およびゾーンベースファイアウォールの統合と相互
運用性に関する制約事項

次の機能はサポートされていません。

• Locator ID Separator Protocol（LISP）モビリティ

•ゾーンベースファイアウォール、LISP、およびWeb Cache Control Protocol（WCCP）の相互
運用性

LISP内部パケットインスペクションが有効な場合、次の機能はサポートされません。

•非対称ルーティング

• LISP制御メッセージインスペクション

• LISP内部パケットフラグメンテーション

•ネットワークアドレス変換（NAT）および NAT 64

• TCPリセット

• VPNルーティングおよび転送（VRF）

•仮想 TCP（vTCP）

• VRF対応ソフトウェアインフラストラクチャ（VASI）

• Web Cache Communication Protocol（WCCP）
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LISP とゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用
性に関する情報

LISP の概要
Locator/ID Separation Protocol（LISP）は、ネットワークアーキテクチャ兼プロトコルです。LISP
は、単一の IPアドレスを 2つのナンバリングスペースで置き換えます。ナンバリングスペース
の一方は、ネットワーク接続ポイントにトポロジ的に割り当てられ、そのネットワーク経由のパ

ケットのルーティングおよび転送に使用されるルーティングロケータ（RLOC）です。もう一方
は、ネットワークトポロジとは関係なく割り当てられ、ナンバリングデバイスに使用されて管理

境界で集約されるエンドポイント IDです。

LISPが定義しているのは、これら 2つのナンバリングスペースをマッピングし、ルーティング不
可能な EIDを使用してデバイスから発信されたトラフィックを、ルーティングと転送に RLOCを
使用するネットワークインフラストラクチャで転送できるようにカプセル化するための機能で

す。LISPでは、デバイスがルーティング不可能なEIDをルーティング可能なRLOCにマップする
際に使用する情報を交換するための一連の機能を提供しています。

LISPを使用するには、LISP関連の 1つ以上のデバイス（LISP出力トンネルルータ（ETR）、入
力トンネルルータ（ITR）、プロキシ ETR（PETR）、Proxy Ingress Tunnel Router（PITR）、マッ
プリゾルバ（MR）、マップサーバ（MS）、LISP代替論理トポロジ（ALT）デバイスなど）か
らなる LISP固有の構成が必要です。

ゾーンベースファイアウォールと LISP の相互運用性の概要
ゾーンベースファイアウォールは、ネットワーク内でのエッジルータ（Cisco ASR 1000アグリ
ゲーションサービスルータなどのルータ）の配置場所に応じて、Locator/ID Separation Protocol
（LISP）xTRデバイスのサウスバウンドまたはノースバウンドに導入できます。入力トンネル
ルータ（ITR）と出力トンネルルータ（ETR）は xTRデバイスと総称されています。

ゾーンベースファイアウォールがxTRデバイスのノースバウンドに位置する場合、ファイアウォー
ルはネットワークをパススルーする LISPカプセル化パケット（LISPトンネル化パケットなど）
を確認できます。

ゾーンベースファイアウォールがxTRデバイスのサウスバウンドに位置する場合、ファイアウォー
ルはオリジナルパケットを確認できます。ただし、ゾーンベースファイアウォールが LISP xTR
処理を認識したり、LISPヘッダーを確認することはできません。出力パケットについては、xTR
デバイスはファイアウォールインスペクションの後に LISPカプセル化を行い、LISPヘッダーを
オリジナルパケットの先頭に追加します。入力パケットについては、xTRデバイスはファイア
ウォールインスペクションの前にLISPカプセル化解除（LISPヘッダーの削除）を行うため、ファ
イアウォールインスペクションではオリジナルパケットだけを検査します。したがって、LISP
との対話はありません。
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この項では、LISPxTRデバイスのサウスバウンドでゾーンベースファイアウォールを導入する場
合のシナリオを説明します:

LISPカプセル化およびカプセル化解除機能を実行する LISP xTRとしてエッジルータを設定する
場合、ゾーンベースファイアウォールは、LISPインターフェイスと同じエッジルータ上の LISP
ローカルエンドポイント ID（EID）デバイスに対応するインターフェイスとの間に設定できま
す。LISPヘッダーのカプセル化解除は、LISPインターフェイスに位置するゾーンベースファイ
アウォールにヘッダーが入力される前に実行されます。LISPヘッダーのカプセル化は、LISPイン
ターフェイスに位置するゾーンベースファイアウォールからパケットが出力された後に実行され

ます。ファイアウォールは EIDスペースのネイティブトラフィックだけを検査します。

この項では、LISPxTRデバイスのノースバウンドでゾーンベースファイアウォールを導入する場
合のシナリオを説明します。

xTRデバイスのノースバウンドでロードシェアリングルータとして複数のエッジルータを導入
する場合、エッジルータ上のファイアウォールは xTRデバイスのノースバウンドと見なされま
す。この場合、ゾーンベースファイアウォールをパススルーするすべてのパケットが、LISPカ
プセル化パケットになります。パケットが到着すると、ファイアウォールはLISPパケットの内部
ヘッダーまたは外部ヘッダーのいずれかを検査します。デフォルトでは、外部ヘッダーだけが検

査されます。内部ヘッダーのインスペクションを有効にするには、lispinner-packet-inspectionコ
マンドを使用します。

Cisco IOSXEリリースでは、LISP内部パケットインスペクションが有効にされていると、ファイ
アウォールはフラグメント化された最初の内部パケットだけを検査し、後続の内部パケットはイ

ンスペクションされずにファイアウォールをパススルーします。LISP内部パケットインスペク
ションが有効になっている場合、LISPインスタンス IDが Virtual Routing and Forwarding（VRF）
IDとして扱われ、異なるインスタンス IDに属する LISPパケットは別のゾーンベースファイア
ウォールセッションに関連付けられます。

LISP 機能の相互運用性
Cisco IOS XEリリース 3.13Sでは LISPおよびゾーンベースファイアウォール統合および相互運用
性機能が次の機能と連携します。

• IPv4内部ヘッダーおよび外部ヘッダー

• IPv6内部ヘッダーおよび外部ヘッダー

• LISPマルチテナンシー

•アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）

•アプリケーションインスペクションおよびコントロール（AIC）

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）

•インサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）

• PxTRケース

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

412

LISP とゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性
LISP 機能の相互運用性



ゾーンベースファイアウォールおよび LISP 統合のシャーシ内および
シャーシ間ハイアベイラビリティ

Cisco IOS XEリリース 3.14Sでは、LISPおよびゾーンベースファイアウォール統合および相互運
用性機能により、シャーシ内ハイアベイラビリティとシャーシ間ハイアベイラビリティの両方が

サポートされています。Location/ID Separation Protocol（LISP）内部パケットインスペクションが
有効な場合、xTRノースバウンドデバイスでシャーシ内およびシャーシ間冗長性がサポートされ
ています。

ノースバウンドデバイスでの LISP内部パケットインスペクションでは、LISPインスタンス ID
がVirtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスとして使用されます。LISP内部パケットイ
ンスペクションが有効な場合、ノースバウンドデバイスの VRF設定は無視されます。

2つのデバイスが xTRデバイスのノースバウンドに配置されており、xTRデバイスがクラウド内
部に配置されている場合、この両方のデバイスで LISP内部パケットインスペクションが有効で
あると、LISP内部パケットフローに対して作成されたゾーンベースファイアウォールセッショ
ンがスタンバイデバイスと同期されます。

一般的なシャーシ間（ボックスツーボックス）ハイアベイラビリティトポロジでは、xTRデバイ
スのノースバウンドのルーティングロケータ（RLOC）スペースに 2つのデバイスがあります。
xTRデバイスは、内部ネットワークに配置されます。LISP内部パケットインスペクションがこの
両方のデバイスで有効であると、LISP内部パケットに対して作成されたゾーンベースファイア
ウォールセッションがスタンバイデバイスと同期されます。

シャーシ内冗長性については設定の変更はありません。

LISP とゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用
性の設定方法

LISP 内部パケットインスペクションの有効化
parameter-maptypeinspectglobalコマンドまたは parameter-maptypeinspect-globalコマンドを設定
した後で、LISP内部パケットインスペクションを設定できます。

これらのコマンドの両方を同時には設定できません。（注）
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. parameter-maptypeinspectglobal
4. lispinner-packet-inspection
5. end
6. showparameter-maptype{inspectglobal| inspect-global}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の検査アク

ションに関連するパラメータのグローバル検査タイプパ

parameter-maptypeinspectglobal

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect global

ステップ 3   

ラメータマップを設定し、パラメータマップタイプ検

査コンフィギュレーションモードを開始します。

LISP内部パケットインスペクションをイネーブルにし
ます。

lispinner-packet-inspection

例：
Device(config-profile)# lisp
inner-packet-inspection

ステップ 4   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 5   

グローバル検査タイプパラメータマップ情報を表示し

ます。

showparameter-maptype{inspectglobal|
inspect-global}

例：
Device# show parameter-map type
inspect-global

ステップ 6   
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例

次に示す showparameter-maptypeinspect-globalコマンドの出力例は、LISP内部パケットインス
ペクションが有効であることを表示します。

Device# show parameter-map type inspect-global

parameter-map type inspect-global
log dropped-packet off
alert on
aggressive aging disabled
syn_flood_limit unlimited
tcp window scaling enforcement loose off
max incomplete unlimited aggressive aging disabled
max_incomplete TCP unlimited
max_incomplete UDP unlimited
max_incomplete ICMP unlimited
application-inspect all
vrf default inspect vrf-default
vrf vrf2 inspect vrf-default
vrf vrf3 inspect vrf-default
lisp inner-packet-inspection

LISP 内部パケットインスペクションのシャーシ間ハイアベイラビリ
ティの設定

シャーシ間ハイアベイラビリティのための xTR サウスバウンドインターフェイスの
設定

はじめる前に

前提条件

•ゾーンとゾーンペアを設定する必要があります。

•冗長性と冗長グループを設定する必要があります。詳細については、『Zone-Based Policy
Firewall ConfigurationGuide』の「Configuring Firewall Stateful Interchassis Redundancy」モジュー
ルを参照してください。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. vrfforwardingvrf-name
5. descriptionstring
6. ip addressip-addressmask
7. exit
8. interfacetypenumber
9. descriptionstring
10. zone-membersecurityzone-name
11. exit
12. interfacetypenumber
13. descriptionstring
14. ip addressip-addressmask
15. zone-membersecurityzone-name
16. cdpenable
17. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface
TenGigabitEthernet 1/3/0

ステップ 3   

VRFインスタンスまたは仮想ネットワークをインター
フェイスまたはサブインターフェイスに関連付けま

す。

vrfforwardingvrf-name

例：
Device(config-if)# vrf forwarding lower

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの設定に説明を加えます。descriptionstring

例：
Device(config-if)# description facing
RLOC and the LISP cloud; has a LISP
header.

ステップ 5   

•ゾーンベースファイアウォールは、このインター
フェイスには設定できません。

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまた
はセカンダリ IPアドレスを設定します。

ip addressip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address 192.0.1.27
255.255.255.0

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface LISP 0

ステップ 8   

•これは LISP仮想インターフェイスです。

インターフェイスの設定に説明を加えます。descriptionstring

例：
Device(config-if)# description LISP
virtual interface.

ステップ 9   

Adds LISP header after firewall
inspection or removes LISP header before
firewall inspection.

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチし

ます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security
ge0-0-3a

ステップ 10   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 11   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface
tengigabitethernet 0/3/0

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの設定に説明を加えます。descriptionstring

例：
Device(config-if)# description facing
internal network, does not have a LISP
header.

ステップ 13   

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまた
はセカンダリ IPアドレスを設定します。

ip addressip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address 192.0.2.5
255.255.255.0

ステップ 14   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチし

ます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security
ge0-0-0

ステップ 15   

インターフェイスでCiscoDiscovery Protocol（CDP）を
有効にします。

cdpenable

例：
Device(config-if)# cdp enable

ステップ 16   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 17   

LISP 内部パケットインスペクションのための xTR ノースバウンドインターフェイス
の設定

この設定では、ノースバウンドでLISPヘッダーが検査されないので、Locator IDSeparationProtocol
（LISP）仮想インターフェイスは必要ありません。ただし、ゾーンベースのファイアウォールを
設定して、LISP内部パケットまたは外部パケットのどちらかを検査できます。

はじめる前に

•ゾーンとゾーンペアを設定する必要があります。

•冗長性と冗長グループを設定する必要があります。詳細については、『Zone-Based Policy
Firewall ConfigurationGuide』の「Configuring Firewall Stateful Interchassis Redundancy」モジュー
ルを参照してください。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. descriptionstring
5. ip addressip-addressmask
6. zone-membersecurityzone-name
7. negotiationauto
8. redundancyriiid
9. redundancygroupidipvirtual-ipexclusivedecrementvalue
10. exit
11. interfacetypenumber
12. descriptionstring
13. ip addressip-addressmask
14. zone-membersecurityzone-name
15. negotiationauto
16. redundancyriiid
17. redundancygroupidipvirtual-ipexclusivedecrementvalue
18. ipvirtual-reassembly
19. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/2/1

ステップ 3   

•このインターフェイスは LISPパケット全
体を認識できます。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの設定に説明を加えます。descriptionstring

例：
Device(config-if)# description RLOC-space/north
LAN

ステップ 4   

インターフェイスに対するプライマリ IPアド
レスまたはセカンダリ IPアドレスを設定しま
す。

ip addressip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address 198.51.100.8
255.255.255.0

ステップ 5   

インターフェイスをセキュリティゾーンにア

タッチします。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security ge0-0-3

ステップ 6   

ギガビットイーサネットインターフェイス上

で速度、デュプレックスモード、およびフロー

制御のアドバタイズをイネーブルにします。

negotiationauto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 7   

冗長グループが保護するトラフィックインター

フェイス用に冗長インターフェイス識別子

（RII）を設定します。

redundancyriiid

例：
Device(config-subif)# redundancy rii 200

ステップ 8   

冗長グループ（RG）トラフィックインターフェ
イス設定をイネーブルにします。

redundancygroupidipvirtual-ipexclusivedecrementvalue

例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
198.51.100.12 exclusive decrement 50

ステップ 9   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 10   

インターフェイスを設定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/3

ステップ 11   

•このインターフェイスは LISPパケット全
体を認識できます。

インターフェイスの設定に説明を加えます。descriptionstring

例：
Device(config-if)# description RLOC-space/south
LAN

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに対するプライマリ IPアド
レスまたはセカンダリ IPアドレスを設定しま
す。

ip addressip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address 198.51.100.27
255.255.255.0

ステップ 13   

インターフェイスをセキュリティゾーンにア

タッチします。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security ge0-0-0

ステップ 14   

ギガビットイーサネットインターフェイス上

で速度、デュプレックスモード、およびフロー

制御のアドバタイズをイネーブルにします。

negotiationauto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 15   

冗長グループが保護するトラフィックインター

フェイス用に冗長インターフェイス識別子

（RII）を設定します。

redundancyriiid

例：
Device(config-subif)# redundancy rii 300

ステップ 16   

RGトラフィックインターフェイス設定を有効
にします。

redundancygroupidipvirtual-ipexclusivedecrementvalue

例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
194.88.4.1 exclusive decrement 50

ステップ 17   

インターフェイス上の仮想フラグメント再構成

（VFR）を有効にします。
ipvirtual-reassembly

例：
Device(config-if)# ip virtual-reassembly

ステップ 18   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 19   

LISP とゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用
性の設定例

例：LISP 内部パケットインスペクションの有効化
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect-global
Device(config-profile)# lisp inner-packet-inspection
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Device(config-profile)# end

次に、LISP内部パケットインスペクションを有効にしたゾーンベースファイアウォール設定の
例を示します。

address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family

class-map type inspect match-any c-ftp-tcp
match protocol ftp
match protocol telnet
match protocol http
match protocol tcp
match protocol udp
!
policy-map type inspect p1
class type inspect c-ftp-tcp
inspect
class class-default
!
zone security ge0-0-0
!
zone security ge0-0-3
!
zone-pair security zp-ge000-ge003 source ge0-0-0 destination ge0-0-3
service-policy type inspect p1
!
zone-pair security zp-ge003-ge000 source ge0-0-3 destination ge0-0-0
service-policy type inspect p1
!
interface TenGigabitEthernet 1/3/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:100::2/64
zone-member security ge0-0-0
!
interface TenGigabitEthernet 0/3/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:200::2/64
zone-member security ge0-0-3
!
parameter-map type inspect global
lisp inner-packet-inspection
log dropped-packet off
alert on

!

例：LISP 内部パケットインスペクションのシャーシ間ハイアベイラ
ビリティの設定

次の図では、LISP0がLISP仮想インターフェイスであり、このインターフェイスがLISPヘッダー
のカプセル化とカプセル化解除を実行します。LISP 0インターフェイスと LAN2間でファイア
ウォールゾーンペアを設定する必要があります。冗長グループ（RG）は LAN1と LAN2の両方
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で設定されます。LAN2で設定されたRGは、アクティブデバイスとスタンバイデバイス間のゾー
ンベースファイアウォールセッションの同期に使用されます。

図 28：ボックスツーボックスハイアベイラビリティを備えた xTR の展開

LISP仮想インターフェイスを使用したシャーシ間ハイアベイラビリティ設定の例を以下に示しま
す。

! Configuration on Device 1:
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name RG1
Device(config-red-app-grp)# priority 205 failover-threshold 200
Device(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/0/2
!
!
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# redundancy
Device(config-profile)# redundancy delay 10
Device(config-profile)# lisp inner-packet-inspection
Device(config-profile)# log dropped-packet off
Device(config-profile)# alert on
!
!
Device(config)# class-map type inspect match-all ha-class
Device(config-cmap)# match protocol tcp
!
Device(config)# class-map type inspect match-any cmap-any
Device(config-cmap)# match protocol tcp
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Device(config-cmap)# match protocol ftp
Device(config-cmap)# match protocol icmp
!
Device(config)# policy-map type inspect ha-policy
Device(config-pmap)# class type inspect ha-class
Device(config-pmap-c)# inspect
!
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap)# drop
!
Device(config)# policy-map type inspect pmap-ha
Device(config-pmap)# class type inspect cmap-any
Device(config-pmap-c)# inspect
!
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
!
Device(config)# zone security ge0-0-3a
!
Device(config)# zone security ge0-0-0a
!
Device(config)# zone-pair security ha-in-out source ge0-0-3a destination ge0-0-0a
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect ha-policy
!
Device(config)# zone-pair security ha-out-in source ge0-0-0a destination ge0-0-3a
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect pmap-ha
!
Device(config)# ip vrf lower
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 1/3/0
Device(config-if)# vrf forwarding lower
Device(config-if)# description RLOC-space/north LAN ! This interface can see LISP packets.
Device(config-if)# ip address 192.0.1.27 255.255.255.0
!
Device(config)# interface LISP 0 ! The LISP virtual interface.
This interface decapsulates/encapsulates the LISP header.
Device(config-if)# zone-member security ge0-0-3a
Device(config-if)# redundancy rii 13
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 0/3/0
Device(config-if)# vrf forwarding lower
Device(config-if)# description EID_space/south LAN ! This interface only sees native packet.

The LISP header is removed by the LISP virtual interface.
Device(config-if)# zone-member security ge0_0_0a
Device(config-if)# ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
Device(config-if)# redundancy rii 10
Device(config-if)# redundancy group 2 ip 192.0.2.3 exclusive decrement 50
!

! Configuration on Device 2:
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name RG1
Device(config-red-app-grp)# priority 195 failover-threshold 190
Device(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/0/2
!
!
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# redundancy
Device(config-profile)# redundancy delay 10
Device(config-profile)# lisp inner-packet-inspection
Device(config-profile)# log dropped-packet off
Device(config-profile)# alert on
!
Device(config)# class-map type inspect match-all ha-class
Device(config-cmap)# match protocol tcp
!
Device(config)# class-map type inspect match-any cmap-any
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Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# match protocol ftp
Device(config-cmap)# match protocol icmp
!
Device(config)# policy-map type inspect ha-policy
Device(config-pmap)# class type inspect ha-class
Device(config-pamp-c)# inspect
!
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
!
Device(config)# policy-map type inspect pmap-ha
Device(config-pmap)# class type inspect cmap-any
Device(config-pmap-c)# inspect
!
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
!
Device(config)# zone security ge0-0-3a
!
Device(config)# zone security ge0-0-0a
!
Device(config)# zone-pair security ha-in-out source ge0-0-3a destination ge0-0-0a
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect ha-policy
!
Device(config)# zone-pair security ha-in-out source ge0-0-0a destination ge0-0-3a
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect pmap-ha
!
Device(config)# ip vrf lower
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 1/3/0
Device(config-if)# vrf forwarding lower
Device(config-if)# description RLOC-space/north LAN ! This interface can see LISP packets.
Device(config-if)# ip address 192.0.1.32 255.255.255.0
!
Device(config)# interface LISP 0 ! The LISP virtual interface.
This interface decapsulates/encapsulates the LISP header.
Device(config-if)# zone-member security ge0-0-3a
Device(config-if)# redundancy rii 13
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 0/3/0
Device(config-if)# vrf forwarding lower
Device(config-if)# description EID_space/south LAN !This interface only sees native packet.

The LISP header is removed by the LISP virtual interface.>>>>
Device(config-if)# zone-member security ge0-0-0a
Device(config-if)# ip address 192.0.2.5 255.255.255.0
Device(config-if)# redundancy rii 10
Device(config-if)# redundancy group 2 ip 192.0.2.7 exclusive decrement 50
!

LISP とゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用
性に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Ciscoコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

•『Security Command Reference: Commands A to
C』

•『Security Command Reference: Commands D to
L』

•『Security Command Reference: Commands M to
R』

•『Security Command Reference: Commands S to
Z』

セキュリティコマンド

『Cisco IOS IP Routing: LISP Command Reference』LISPコマンド

『IP Routing: LISP Configuration Guide』LISP設定ガイド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『The Locator/ID Separation Protocol (LISP)』RFC 6830

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_lisp/command/ip-lisp-cr-book.html
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LISP とゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用
性に関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 27：LISP とゾーンベースファイアウォールの統合と相互運用性に関する機能情報

機能情報リリース機能名

LISPおよびゾーンベースファイアウォールの統
合および相互運用性の機能により、デバイスを

パススルーするすべての Locator/ID Separation
Protocol（LISP）データパケットの内部パケット
インスペクションが可能になります。LISP内部
パケットインスペクションを有効にするには、

lisp inner-packet inspectionコマンドを設定する必
要があります。LISP内部インスペクションを使
用しない場合は、LISPネットワーク内のエンド
ポイント識別子（EID）デバイスにファイア
ウォール保護が設定されません。

この機能で次のコマンドが導入または変更され

ました。lisp inner-packet-inspection、show
parameter-map type inspect-global、および show
parameter-map type inspect global。

Cisco IOSXEリリー
ス 3.13S

LISPとゾーンベースファ
イアウォールの統合と相

互運用性

Cisco IOS XEリリース 3.14Sでは、LISPおよび
ゾーンベースファイアウォール統合および相互

運用性機能により、シャーシ内ハイアベイラビ

リティとシャーシ間ハイアベイラビリティの両

方がサポートされています。

この機能によって導入または変更されたコマン

ドはありません。

Cisco IOSXEリリー
ス 3.14S

ゾーンベースファイア

ウォールおよびLISP統合
のシャーシ内および

シャーシ間ハイアベイラ

ビリティ
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第 22 章

ファイアウォール高速ロギング

ファイアウォール高速ロギング機能は、エクスポートフォーマットとして NetFlowバージョン
9を使用して、ファイアウォールメッセージの高速ロギング（HSL）をサポートします。

このモジュールでは、ゾーンベースポリシーファイアウォールでHSLを設定する方法について
説明します。

• 機能情報の確認, 429 ページ

• ファイアウォール高速ロギングに関する情報, 430 ページ

• ファイアウォール高速ロギングの設定方法, 454 ページ

• ファイアウォール高速ロギングの設定例, 457 ページ

• ファイアウォール高速ロギングに関する追加情報, 458 ページ

• ファイアウォール高速ロギングに関する機能情報, 459 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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ファイアウォール高速ロギングの概要

ゾーンベースファイアウォールでは、高速ロギング（HSL）がサポートされています。HSLが設
定されている場合、ファイアウォールは（NetFlowバージョン 9レコードと同様に）ルーティン
グデバイスを介して外部コレクタに伝送されるパケットのログを提供します。レコードは、セッ

ションの作成時と破棄時に送信されます。セッションレコードには、完全な 5タプル情報（送信
元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送信元ポート、宛先ポート、およびプロトコル）が含まれま
す。タプルは、要素の番号付きリストです。

HSLにより、ファイアウォールは、パケット処理への影響を最小限に抑えてレコードをログに記
録できます。ファイアウォールは HSLにバッファモードを使用します。バッファモードでは、
ファイアウォールは、高速ロガーバッファにレコードを直接記録し、パケットを個別にエクス

ポートします。

ファイアウォールは、次のタイプのイベントをログに記録します。

•監査：セッションの作成および削除の通知。

•アラート：ハーフオープンおよび最大オープン TCPセッションの通知。

•ドロップ：パケットドロップの通知。

•通過：（設定済みレート制限に基づく）パケット通過の通知。

•サマリー：ポリシードロップと通過サマリーの通知。

NetFlowコレクタは、showplatform software interface F0 brief コマンドを発行して、インターフェ
イス名にFW_SRC_INTF_IDおよびFW_DST_INTF_IDインターフェイス IDをマッピングします。

次に示す show platform software interface F0 briefコマンドの出力例は、[ID]カラムがインター
フェイス IDをインターフェイス名（[Name]カラム）にマッピングすることを示しています。
Device# show platform software interface F0 brief

Name ID QFP ID
GigabitEthernet0/2/0 16 9
GigabitEthernet0/2/1 17 10
GigabitEthernet0/2/2 18 11
GigabitEthernet0/2/3 19 12

NetFlow フィールド ID の説明
次の表に、ファイアウォールのNetFlowテンプレート内で使用されるNetFlowフィールド IDを記
載します。
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表 28：NetFlow フィールド ID

説明長さタイプフィールド ID

NetFlow IDフィールド（レイヤ 3 IPv4）

発信元 IPv4アドレス48FW_SRC_ADDR_IPV4

送信先 IPv4アドレス412FW_DST_ADDR_IPV4

発信元 IPv6アドレス1627FW_SRC_ADDR_IPV6

送信先 IPv6アドレス1628FW_DST_ADDR_IPV6

IPプロトコル値14FW_PROTOCOL

IPv4 ID454FW_IPV4_IDENT

IPプロトコルバージョン160FW_IP_PROTOCOL_VERSION

フロー IDフィールド（レイヤ 4）

TCPフラグ16FW_TCP_FLAGS

送信元ポート27FW_SRC_PORT

宛先ポート211FW_DST_PORT

ICMP（1）タイプ値1176FW_ICMP_TYPE

ICMPコード値1177FW_ICMP_CODE

ICMPバージョン 6（ICMPv6）タイ
プ値

1178FW_ICMP_IPV6_TYPE

ICMPv6コード値1179FW_ICMP_IPV6_CODE

TCPシーケンス番号4184FW_TCP_SEQ

TCP確認応答番号4185FW_TCP_ACK

フロー IDフィールド（レイヤ 7）
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説明長さタイプフィールド ID

レイヤ 7プロトコル ID。ファイア
ウォールインスペクションで使用さ

れるレイヤ 7アプリケーション分類
を識別します。通常のレコードでは

2バイトを使用しますが、オプショ
ンレコードでは 4バイトを使用しま
す。

295FW_L7_PROTOCOL_ID

フロー名フィールド（レイヤ 7）

レイヤ 7プロトコル名。レイヤ 7プ
ロトコル ID
（FW_L7_PROTOCOL_ID）に対応す
るレイヤ 7プロトコル名を識別しま
す。

3296FLOW_FIELD_L7_PROTOCOL_NAME

フロー IDフィールド（インターフェイス）

入力 SNMP（2）ifIndex210FW_SRC_INTF_ID

出力 SNMP ifIndex214FW_DST_INTF_ID

入力（イニシエータ）VRF（3）ID4234FW_SRC_VRF_ID

出力（レスポンダ）VRF ID4235FW_DST_VRF_ID

VRF名32236FW_VRF_NAME

マッピングされたフロー IDフィールド（ネットワークアドレス変換）

マッピングされた発信元 IPv4アドレ
ス

4225FW_XLATE_SRC_ADDR_IPV4

マッピングされた送信先 IPv4アドレ
ス

4226FW_XLATE_DST_ADDR_IPV4

マッピングされた発信元ポート2227FW_XLATE_SRC_PORT

マッピングされた送信先ポート2228FW_XLATE_DST_PORT

ステータスおよびイベントフィールド
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説明長さタイプフィールド ID

高レベルのイベントコード

• 0：無視（無効）

• 1：フローが作成されました。

• 2：フローが削除されました。

• 3：フローが拒否されました。

• 4：フローアラート

1233FW_EVENT

拡張イベントコード通常のレコード

での長さは 2バイト、オプションレ
コードでの長さは 4バイトです。

235,001FW_EXT_EVENT

タイムスタンプおよび統計情報フィールド

イベントが発生した時間（ミリ秒単

位）（1970年 1月 1日 00:00
（UTC4）からの経過時間。イベント
がマイクロイベントの場合は 324、
ナノイベントの場合は 325を使用）

8323FW_EVENT_TIME_MSEC

イニシエータから到着したパケット

フローに含まれるレイヤ 4ペイロー
ドの合計バイト数

4231FW_INITIATOR_OCTETS

レスポンダから到着したパケットフ

ローに含まれるレイヤ 4ペイロード
の合計バイト数

4232FW_RESPONDER_OCTETS

AAAフィールド

AAA（5）ユーザ名テンプ

レートに

応じて20
または64

40,000FW_USERNAME

最大許容サイズの AAAユーザ名6440,000FW_USERNAME_MAX

アラートフィールド

ハーフオープンセッションエントリ

数

435,012FW_HALFOPEN_CNT
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説明長さタイプフィールド ID

宛先がブロックされたか、使用でき

なかった時間（秒単位）

435,004FW_BLACKOUT_SECS

1分間でログに記録される TCPハー
フオープンセッションエントリ数に

対して設定された最大レート

435,005FW_HALFOPEN_HIGH

1分間でログに記録される TCPハー
フオープンセッションエントリ数の

現在のレート

435,006FW_HALFOPEN_RATE

このゾーンペアまたはクラス IDに
許可される最大セッション数

435,008FW_MAX_SESSIONS

その他

ゾーンペア ID435,007FW_ZONEPAIR_ID

クラス ID451FW_CLASS_ID

ゾーンペア名6435,009FW_ZONEPAIR_NAME

クラス名64100FW_CLASS_NAME

拡張イベントの説明3235,010FW_EXT_EVENT_DESC

Cisco TrustSecソースタグ234000FLOW_FIELD_CTS_SRC_GROUP_TAG

ドロップ/パスサマリレコードに示
されたパケット数

435,011FW_SUMMARY_PKT_CNT

ログに記録されたイベントのレベル

を定義します。

• 0x01：ボックスごと

• 0x02：VRF

• 0x03：ゾーン

• 0x04：クラスマップ

•その他の値は未定義

433003FW_EVENT_LEVEL
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説明長さタイプフィールド ID

FW_EVENT_LEVELフィールドの ID
を定義します。

• FW_EVENT_LEVELが 0x02
（VRF）の場合、このフィール
ドは VRF_IDを表します。

• FW_EVENT_LEVELが 0x03
（ゾーン）の場合、このフィー

ルドは ZONE_IDを表します。

• FW_EVENT_LEVELが0x04（ク
ラスマップ）の場合、この

フィールドはCLASS_IDを表し
ます。

•その他すべてのクラスでは、こ
のフィールド IDは0（ゼロ）に
なります。FW_EVENT_LEVEL
が存在しない場合、このフィー

ルドの値はゼロになります。

433,004FW_EVENT_LEVEL_ID

設定済みのハーフオープン、アグ

レッシブエージング、およびイベン

トレートモニタリングの制限を表す

値。このフィールドの値の意味は、

関連付けられた FW_EXT_EVENT
フィールドによって異なります。

433,005FW_CONFIGURED_VALUE

拡張イベントレートモニタリング

コード

233,006FW_ERM_EXT_EVENT

拡張イベントレートモニタリング

イベントを説明する文字列

N（文字
列）

33,007FW_ERM_EXT_EVENT_DESC

1 Internet Control Message Protocol
2 Simple Network Management Protocol
3 Virtual Routing and Forwarding
4
協定世界時

5
認証、認可、アカウンティング
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HSL メッセージ
以下に、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータからの Syslogメッセージの
例を記載します。

表 29：Syslog メッセージおよびそのテンプレート

HSL テンプレートメッセージの説明メッセージ ID

FW_TEMPLATE_DROP_V4または
FW_TEMPLATE_DROP_V6

Dropping %s pkt from %s %CA:%u
=>%CA:%u (target:class)-(%s:%s)%s
%s with ip ident %u %s %s

説明：ファイアウォールインスペ

クションによりパケットがドロッ

プされました。

%s：tcp/udp/icmp/不明なプロトコ
ル/L7プロトコル

%s：インターフェイス

%CA:%u：IP/IP6アドレス:ポート

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%s：「原因（due to）」

%s：fw_ext_event名

%u：IP識別子

%s：TCPの場合、TCP SEQ/ACK
番号および TCPフラグ

%s：ユーザ名

FW-6-DROP_PKT

タイプ：情報
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HSL テンプレートメッセージの説明メッセージ ID

FW_TEMPLATE_START_AUDIT_V4ま
たは
FW_TEMPLATE_START_AUDIT_V6

(target:class)-(%s:%s):Start%s session:
initiator (%CA:%u) -- responder
(%CA:%u) from %s %s %s

説明：インスペクションセッショ

ンが開始されました。このメッ

セージは、各インスペクション

セッションの開始時に発行され、

送信元/宛先アドレスおよびポート
を記録します。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%s：L4/L7プロトコル名

%CA:%u：IP/IP6アドレス:ポート

%s：インターフェイス

%s：ユーザ名

%s：TODO

実際のログ：

*Jan 21 20:13:01.078:
%IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_cp:
CPP:00 Thread:125
TS:00000010570290947309
%FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL_START:
Start tcp session: initiator
(10.1.1.1:43365) -- responder
(10.3.21.1:23) from FastEthernet0/1/0

FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL_START

タイプ：情報
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HSL テンプレートメッセージの説明メッセージ ID

FW_TEMPLATE_STOP_AUDIT_V4また
は FW_TEMPLATE_STOP_AUDIT_V6

(target:class)-(%s:%s):Stop%s session:
initiator (%CA:%u) sent %u bytes --
responder (%CA:%u) sent %u bytes ,
from %s %s

説明：ネットワークアクティビ

ティのセッションごとのトランザ

クションログ。このメッセージ

は、各インスペクションセッショ

ンの終了時に発行され、送信元/宛
先アドレスおよびポート、クライ

アントとサーバから送信されたバ

イト数を記録します。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%s：L4/L7プロトコル名

%CA:%u：IP/IP6アドレス:ポート

%u：バイトカウンタ

%s：インターフェイス

%s：TODO

実際のログ：

*Jan 21 20:13:15.889:
%IOSXE-6-PLATFORM: F0: cpp_cp:
CPP:00 Thread:036
TS:00000010585102587819
%FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL: Stop
tcp session: initiator (10.1.1.1:43365)
sent 35 bytes -- responder (11.1.1.1:23)
sent 95 bytes, from FastEthernet0/1/0

FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL

タイプ：情報
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HSL テンプレートメッセージの説明メッセージ ID

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V4
または

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V6、
fw_ext_event ID：
FW_EXT_ALERT_UNBLOCK_HOST

(target:class)-(%s:%s):New TCP
connections to host %CA no longer
blocked

説明：指定のホストへの新しい

TCP接続試行がブロックされなく
なりました。このメッセージは、

指定のホストへの新しい TCP接続
試行のブロッキングが解除された

ことを意味します。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%CA：IP/IP6アドレス

FW-4-UNBLOCK_HOST

タイプ：警告

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V4
または

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V6、
fw_ext_event ID：
FW_EXT_ALERT_HOST_TCP_ALERT_ON

"(target:class)-(%s:%s):Max tcp
half-open connections (%u) exceeded
for host %CA.

説明：ハーフオープン TCP接続の
max-incomplete host制限を超えまし
た。このメッセージは、保護対象

のサーバに対するハーフオープン

接続数が多く、SYNフラッド攻撃
が進行中であることを示す可能性

があることを意味します。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%u：ハーフオープン接続数

%CA：IP/IP6アドレス

FW-4-HOST_TCP_ALERT_ON

タイプ：警告
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HSL テンプレートメッセージの説明メッセージ ID

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V4
または

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V6、
fw_ext_event ID：
FW_EXT_ALERT_BLOCK_HOST

(target:class)-(%s:%s):Blocking new
TCP connections to host %CA for %u
minute%s (half-open count %u
exceeded).

説明：ハーフオープン TCP接続の
max-incomplete hostしきい値を超え
ました。指定のホストに対する以

降の新しい TCP接続試行は拒否さ
れ、ブロッキングオプションが以

降の新しい接続すべてをブロック

するように設定されます。設定さ

れたブロック時間が満了すると、

ブロッキングが解除されます。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%CA：IP/IP6アドレス

%u：ブロック時間（分）

%s：ブロック時間が 1分を超える
場合「s」

%u：ハーフオープンカウンタ

FW-2-
BLOCK_HOST

タイプ：クリティ

カル

FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V4
または

FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V6、
fw_ext_event ID：
FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_ON

(target:class)-(%s:%s):%s, count
(%u/%u) current rate: %u

説明：ハーフオープン接続の

max-incomplete highしきい値また
は新しい接続開始レートのいずれ

かを超えました。このエラーメッ

セージは、ファイアウォールから

の新しい着信接続レートが異常に

高く、DOS攻撃が進行中であるこ
とを示す可能性があることを意味

します。このメッセージが発行さ

れるのは、max-incomplete highし
きい値を上回った場合のみです。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%s：「アグレッシブな状態
（getting aggressive）」

%u/%u：ハーフオープン接続数/高

%u：現在のレート

FW-4-ALERT_ON

タイプ：警告
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HSL テンプレートメッセージの説明メッセージ ID

FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V4
または

FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V6、
fw_ext_event ID：
FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_OFF

(target:class)-(%s:%s):%s, count
(%u/%u) current rate: %u

説明：ハーフオープン接続数また

は新しい接続開始レートのいずれ

かが、max-incomplete lowしきい値
を下回りました。このメッセージ

は、新しい着信接続のレートが低

下したことを意味します。新しい

接続は、max-incomplete lowしきい
値を下回った場合にのみ実行され

ます。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%s：「沈静化中（calmingdown）」

%u/%u：ハーフオープン接続数/高

%u：現在のレート

FW-4-ALERT_OFF

タイプ：警告

FW_TEMPLATE_ALERT_MAX_SESSIONNumber of sessions for the firewall
policy on "(target:class)-(%s:%s)
exceeds the configured sessions
maximum value %u

説明：確立済みのセッション数

が、設定されているセッション最

大数の制限を超えました。

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%u：最大セッション数

FW-4-SESSIONS_MAXIMUM

タイプ：警告
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HSL テンプレートメッセージの説明メッセージ ID

FW_TEMPLATE_PASS_V4または
FW_TEMPLATE_PASS_V6

Passing %s pkt from %s %CA:%u =>
%CA:%u (target:class)-(%s:%s) %s
%s with ip ident %u

説明：ファイアウォールインスペ

クションによりパケットが渡され

ました。

%s：tcp/udp/icmp/不明なプロトコ
ル

%s：インターフェイス

%CA:%u：送信元 IP/IP6アドレス:
ポート

%CA:%u：宛先 IP/IP6アドレス:
ポート

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%s %s：「原因（due to）」、「ポ
リシーマップで PASSアクション
を検出（PASS action found in
policy-map）」

%u：IP識別子

FW-6-PASS_PKT

タイプ：情報

FW_TEMPLATE_SUMMARY_V4また
は FW_TEMPLATE_SUMMARY_V6、
FW_EVENTとして 3 - drop 4 - passを使
用

%u packet%s %s from %s %CA:%u
=>%CA:%u (target:class)-(%s:%s)%s

説明：ドロップされたパケット数

と渡されたパケット数のログサマ

リ

%u%s：パケット数、「s were」ま
たは「was」

%s：「ドロップ（dropped）」/「パ
ス（passed）」

%s：インターフェイス

%CA:%u：送信元 IP/IP6アドレス:
ポート

%CA:%u：宛先 IP/IP6アドレス:
ポート

%s:%s：ゾーンペアの名前/クラス
名

%s：ユーザ名

FW-6-LOG_SUMMARY

タイプ：情報
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ファイアウォール拡張イベント

ファイアウォール拡張イベントのイベント名により、ファイアウォール拡張イベント値とイベン

ト IDが対応付けられます。イベント名オプションレコードを使用して、イベント値とイベント
IDの対応付けを確認します。

拡張イベントは標準ファイアウォールイベント（inpect、pass、drop）の一部ではありません。

次の表に、Cisco IOS XEリリース 3.9Sより前のリリースに適用されるファイアウォール拡張イベ
ントについて説明します。

表 30：Cisco IOS XE リリース 3.9S 以前のファイアウォール拡張イベントおよびイベントの説明

説明Event ID値

特定の拡張イベントはありません。FW_EXT_LOG_NONE0

指定したホストに対する新規の TCP接
続試行はブロックされません。

FW_EXT_ALERT_UNBLOCK_HOST1

ハーフオープン TCP接続の最大不完全
ホスト制限を超えました。

FW_EXT_ALERT_HOST_TCP_ALERT_ON2

指定されたホストに対する後続の TCP
接続試行はすべて拒否されます。これ

は、ハーフオープン TCP接続の最大不
完全ホストしきい値を超えており、かつ

後続の新規接続をブロックするようにブ

ロッキングオプションが設定されてい

るためです。

FW_EXT_ALERT_BLOCK_HOST3

ハーフオープン接続の最大不完全上限し

きい値を超えたか、または新規接続開始

レートを超えました。

FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_ON4

ハーフオープン TCP接続の数が、最大
不完全下限しきい値を下回っているか、

または新規接続開始レートが最大不完全

下限しきい値を下回りました。

FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_OFF5

接続をリセットします。FW_EXT_RESET6

接続をドロップします。FW_EXT_DROP7

新規セッションは許可されません。FW_EXT_L4_NO_NEW_SESSION10
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説明Event ID値

無効な TCPセグメント。FW_EXT_L4_INVALID_SEG12

無効な TCPシーケンス番号。FW_EXT_L4_INVALID_SEQ13

無効な TCP確認応答（ACK）。FW_EXT_L4_INVALID_ACK14

無効な TCPフラグ。FW_EXT_L4_INVALID_FLAGS15

無効な TCPチェックサム。FW_EXT_L4_INVALID_CHKSM16

無効な TCPウィンドウスケール。FW_EXT_L4_INVALID_WINDOW_SCALE18

無効な TCPオプション。FW_EXT_L4_INVALID_TCP_OPTIONS19

無効なレイヤ 4ヘッダー。FW_EXT_L4_INVALID_HDR20

OoO 6無効セグメント。FW_EXT_L4_OOO_INVALID_SEG21

同期（SYN）フラッドパケットがドロッ
プされます。

FW_EXT_L4_SYNFLOOD_DROP24

セッションがパケット受信中にセッショ

ンが終了しました。

FW_EXT_L4_SCB_CLOSED25

ファイアウォールの内部エラーです。FW_EXT_L4_INTERNAL_ERR26

OoOセグメント。FW_EXT_L4_OOO_SEG27

無効な再送信パケット。FW_EXT_L4_RETRANS_INVALID_FLAGS28

無効な SYNフラグ。FW_EXT_L4_SYN_IN_WIN29

無効なリセット（RST）フラグ。FW_EXT_L4_RST_IN_WIN30

遊離 TCPセグメント。FW_EXT_L4_STRAY_SEG31

応答側へのリセットメッセージの送信。FW_EXT_L4_RST_TO_RESP32

セッションの終了。FW_EXT_L4_CLOSE_SCB33

無効な ICMP 7パケット。FW_EXT_L4_ICMP_INVAL_RET34

最大ハーフオープンセッション制限を

超えています。

FW_EXT_L4_MAX_HALFSESSION37
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説明Event ID値

リソース（メモリ）が使用できません。FW_EXT_NO_RESOURCE38

無効なゾーン。FW_EXT_INVALID_ZONE40

ゾーンペアは使用できません。FW_EXT_NO_ZONE_PAIR41

トラフィックは許可されていません。FW_EXT_NO_TRAFFIC_ALLOWED42

パケットフラグメントがドロップされ

ます。

FW_EXT_FRAGMENT43

PAM 8アクションがドロップされます。FW_EXT_PAM_DROP44

セッション開始パケットではありませ

ん。

これは、次のいずれかの理由で発生しま

す。

•プロトコルが TCPの場合、1番目
のパケットが SYNパケットではあ
りません。

•プロトコルが ICMPの場合、1番目
のパケットが ECHOパケットまた
は TIMESTAMPパケットではあり
ません。

FW_EXT_NOT_INITIATOR45

ICMPエラーパケットがバーストモー
ドになりました。バーストモードでは、

応答側インターフェイスからの応答を待

たずにパケットが繰り返し送信されま

す。

FW_EXT_ICMP_ERROR_PKTS_BURST48

「宛先到達不能」タイプの ICMPエラー
を複数受信しました。

FW_EXT_ICMP_ERROR_MULTIPLE_UNREACH49

ICMPエラーメッセージに埋め込まれた
パケットに無効なシーケンス番号があり

ます。

FW_EXT_ICMP_ERROR_L4_INVALID_SEQ50

ICMPエラーメッセージに埋め込まれた
パケットに無効な確認応答（ACK）番号
があります。

FW_EXT_ICMP_ERROR_L4_INVALID_ACK51
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説明Event ID値

未使用。FW_EXT_MAX52

6
順序外

7 Internet Control Message Protocol
8 Port-to-Application Mapping

次の表では、Cisco IOS XEリリース 3.9S以降のリリースに適用されるファイアウォール拡張イベ
ントについて説明します。

表 31：Cisco IOS XE リリース 3.9S 以降のファイアウォール拡張イベントおよびイベントの説明

説明Event ID値

特定の拡張イベントはありません。FW_EXT_LOG_NONE0

レイヤ4 ICMP、TCP、またはUDPヘッ
ダーを組み込むことができない小さい

データグラム。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_HDR1

ACKフラグが含まれていないか、また
は TCPスリーウェイハンドシェイク
において SYN/ACKパケットに RSTフ
ラグが設定されており、パケットに無

効なシーケンス番号がありました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_ACK_FLAG2

これは、次のいずれかの理由で発生し

ます。

•パケットの ACK値が、接続の最
も古い応答未確認シーケンス番号

よりも小さい場合。

•パケットの ACK値が、接続の次
のシーケンス番号よりも大きい場

合。

•スリーウェイハンドシェイク中に
受信した SYN/ACKまたは ACK
パケットで、シーケンス番号が初

期シーケンス番号に 1を加算した
値と等しくない場合。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_ACK_NUM3

フローの 1番目のパケットが SYNパ
ケットではありませんでした。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_TCP_INITIATOR

4
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説明Event ID値

SYNパケットにペイロードが含まれて
います。このようなSYNパケットはサ
ポートされていません。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_SYN
_WITH_DATA

5

TCPウィンドウスケールオプション
の長さが無効です。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALI
D_TCP_WIN_SCALE_OPTION

6

SYNSENT状態の無効な TCPセグメン
トを受信しました。

これは、次のいずれかの理由で発生し

ます。

• SYN/ACKにペイロードが含まれ
ています。

• SYN/ACKにその他のフラグ（push
（PSH）、urgent（URG）、finish
（FIN））が設定されています。

•ペイロードまたは無効なTCPフラ
グ（ACK、PSH、URG、FIN、
RST）が設定されている再送信
SYNメッセージを受信しました。

•イニシエータから SYN以外のパ
ケットを受信しました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_SYNSENT_STATE

7

再送信されたSYNパケットにペイロー
ドが含まれているか、または応答側か

らパケットを受信しました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_SYNRCVD_STATE

8

パケットが、受信側の現在のTCPウィ
ンドウよりも古い（小さい）パケット

です。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_PKT_TOO_OLD

9

パケットのシーケンス番号は、受信側

のTCPウィンドウの範囲外（大きい）
です。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_PKT_WIN_OVERFLOW

10

FINメッセージの受信後に、ペイロー
ドを含むパケットを送信元から受信し

ました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_PYLD_AFTER_FIN_SEND

11
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説明Event ID値

パケットに関連付けられたTCPフラグ
が無効です。この問題は、次の理由で

発生する場合があります。

•初期パケットで、SYNフラグとと
もにその他のフラグが設定されて

いた。初期パケットでは SYNフ
ラグだけが許可されています。

•予期される SYN/ACKに SYNフ
ラグが含まれていなかったか、

SYN/ACKにスリーウェイハンド
シェイクの 2番目のパケットの余
分なフラグが含まれていました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_FLAGS12

無効なシーケンス番号。

これは、次のいずれかの理由で発生し

ます。

•シーケンス番号が ISN 9よりも小

さい。

•シーケンス番号が ISNと等しく、
SYNパケットと等しくない。

•受信ウィンドウサイズがゼロでパ
ケットにデータが含まれている場

合、またはシーケンス番号が最終

ACK番号よりも大きい場合。

•シーケンス番号がTCPウィンドウ
の範囲外である。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_SEQ13

再送信されたパケットは、受信側によ

りすでに確認応答済みです。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_RETRANS
_INVALID_FLAGS

14

パケットに、予期されている次のセグ

メントよりも前に到着したTCPセグメ
ントが含まれています。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_L7_OOO _SEG15

ポリシーに設定されている最大最大不

完全セッション数を越え、ホストがブ

ロック期間に入りました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_SYN
_FLOOD_DROP

16
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説明Event ID値

許可されているハーフオープンセッ

ションの数を超えました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_MAX
_HALFSESSION

17

フローあたりの同時インスペクション

可能なパケットの最大数を超えまし

た。現在、最大25個の同時パケットの
インスペクションが許可されていま

す。同時インスペクションにより、1
つのフローがプロセッサリソースを占

有することが防止されます。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
TOO_MANY_PKTS

18

フローあたりの ICMPエラーパケット
最大数を超えました。このログは、

ファイアウォールベースインスペク

ションによってトリガーされます。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_TOO
_MANY_ICMP_ERR_PKTS

19

レスポンダから再送信されたSYN/ACK
にペイロードが含まれています。TCP
スリーウェイハンドシェイクネゴシ

エーションの実行中はペイロードは許

可されません。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_UNEXPECT
_TCP_PYLD

20

パケットの方向が未定義です。FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INTERNAL
_ERR_UNDEFINED_DIR

21

確立されたセッションのTCPパケット
が、SYNフラグが設定された状態で到
着しました。スリーウェイハンドシェ

イクの最初の 2つのパケットの後は、
SYNフラグは許可されていません。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_SYN _IN_WIN22

RSTフラグが設定されたTCPパケット
を受信しましたが、そのシーケンス番

号が最後に受信した確認応答の外部で

した。このパケットは誤った順序で送

信された可能性があります。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_RST _IN_WIN23

フローの切断後に予期しないパケット

を受信したか、またはイニシエータが

有効なSYNフラグを送信する前に応答
側からパケットを受信しました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ STRAY_SEG24
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説明Event ID値

応答側からの SYN/ACKフラグが予期
されていました。しかし、無効なシー

ケンス番号のパケットを受信しまし

た。ゾーンベースファイアウォールか

らRSTフラグが応答側に送信されまし
た。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ RST_TO_RESP25

ICMPパケットは NAT 10変換されてい

ますが、内部NAT情報がありません。
内部エラーです。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE _I
NTERNAL_ERR_ICMP_NO_NAT

26

ICMPインスペクション中に ICMPエ
ラーパケットを割り当てることができ

ませんでした。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE _
INTERNAL_ERR_ICMP_ALLOC_FAIL

27

分類結果に、必要な統計情報メモリが

ありませんでした。ポリシー情報が

データプレーンに正しくダウンロード

されていません。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE
_INTERNAL_ERR_ICMP_GET_STAT_BLK_FAIL

28

パケットの方向が未定義です。FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE
_INTERNAL_ERR_ICMP_DIR_NOT_IDENTIFIED

29

セッションの切断中に ICMPパケット
を受信しました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
ICMP_SCB_CLOSE

30

ICMPエラーパケットのペイロードに
IPヘッダーがありません。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
ICMP_PKT_NO_IP_HDR

31

ICMPエラーパケットに IPまたは
ICMPがありません。これは、不正な
パケットが原因で発生している可能性

があります。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
ICMP_ERROR_NO _IP_NO_ICMP

32

ICMPエラーパケットがバースト制限
10を超えています。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_PKTS_BURST

33

ICMPエラーパケットが「到達不能」
制限を超えています。1番目の到達不
能パケットだけが通過できます。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_MULTIPLE_UNREACH

34
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説明Event ID値

埋め込みパケットのシーケンス番号

が、ICMPエラーパケットをトリガー
したTCPパケットのシーケンス番号と
一致しません。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_L4_INVALID_SEQ

35

ICMPエラーパケットペイロードに含
まれているTCPパケットに、これまで
に確認されていない ACKフラグが含
まれています。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_L4_INVALID_ACK

36

ICMPエラーパケットの長さが、IP
ヘッダー長と ICMPヘッダー長の合計
よりも短くなっています。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_PKT_TOO
_SHORT

37

不明確なチャネルの入力を求めている

間に、リソースがセッション制限を超

えました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_SESSION_LIMIT38

終了したセッションでTCPパケットが
受信されました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ SCB_CLOSE39

ゾーンペア内にポリシーがありませ

ん。

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
POLICY_NOT_PRESENT

40

ゾーンペアは同一ゾーンで設定されて

いますが、このゾーンにポリシーが含

まれていません。

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
SESS_MISS_POLICY _NOT_PRESENT

41

分類アクションは、ICMP、TCP、およ
び UDP以外のパケットのドロップで
す。

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
CLASS_ACTION_DROP

44

分類アクションは、PAMエントリのド
ロップです。

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
PAM_LOOKUP_FAIL

45

分類結果バイトから統計ブロックを取

得できませんでした。

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
INTERNAL_ERR_ GET_STAT_BLK_FAIL

48

SYNフラッドパケットの最大エントリ
制限に達しました。

FW_EXT_FW_DROP_SYNCOOKIE_
TYPE_SYNCOOKIE _MAX_DST

49

宛先テーブルエントリにメモリを割り

当てることができません。

FW_EXT_FW_DROP_SYNCOOKIE_
TYPE_INTERNAL _ERR_ALLOC_FAIL

50
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説明Event ID値

SYNCookieロジックがトリガーされま
した。SYNCookieを含む SYN/ACKが
送信され、元のSYNパケットがドロッ
プされたことを示します。

FW_EXT_FW_DROP_SYNCOOKIE_
TYPE_SYN_COOKIE _TRIGGER

51

VFR 11パケットの 1番目のフラグメン
トがドロップされ、関連付けられてい

るその他のフラグメントがすべてド

ロップされます。

FW_EXT_FW_DROP_POLICY_
TYPE_FRAG_DROP

52

分類アクションは、パケットのドロッ

プです。

FW_EXT_FW_DROP_POLICY_
TYPE_ACTION_DROP

53

ICMP埋め込みパケットのポリシーア
クションは DROPです。

FW_EXT_FW_DROP_POLICY_
TYPE_ICMP_ACTION_DROP

54

レイヤ 7 ALG 12は、検査セグメント化

パケットを検査しません。

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_ NO_SEG55

レイヤ 7 ALGは、フラグメント化パ
ケットを検査しません。

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_ NO_FRAG56

不明なアプリケーションプロトコルタ

イプ。

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_
UNKNOWN_PROTO

57

レイヤ 7 ALGインスペクションの結
果、パケットがドロップされました。

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_ALG_RET_DROP58

セッションの作成に失敗しました。FW_EXT_FW_DROP_NONSESSION _TYPE59

初期 HA 13状態では新規セッションは

許可されていません。

FW_EXT_FW_DROP_NO_NEW_SESSION_TYPE60

セッションイニシエータパケットでは

ありません。

FW_EXT_FW_DROP_NOT_ INITIATOR_TYPE61

デフォルトのゾーンが無効な場合、セ

キュリティゾーンに関連付けられてい

るインターフェイス間でのみトラ

フィックが許可されます。

FW_EXT_FW_DROP_INVALID _ZONE_TYPE62

ファイアウォールが設定されていませ

ん。

FW_EXT_FW_DROP_NO_FORWARDING_TYPE64
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説明Event ID値

ファイアウォールバックプレッシャを

有効にできるのは、HSL 14が有効であ

り、かつ HSLロガーがログメッセー
ジを送信できない場合です。バックプ

レッシャは、HSLがログを送信できる
ようになるまで有効なままになりま

す。

FW_EXT_FW_DROP_ BACKPRESSURE_TYPE65

SYN処理中にホストレート制限が追跡
されます。ホストエントリを割り当て

ることができませんでした。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INTERNAL_ERR
_SYNFLOOD_ALLOC_HOSTDB_FAIL

66

ブラックアウト時間が設定されている

場合に、設定されているハーフオープ

ン接続の制限を超えると、指定されて

いる IPアドレスへの新規接続はすべて
ドロップされます。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
SYNFLOOD_BLACKOUT_DROP

67

失敗したポリシー。ゾーンペアが設定

されていないためにAGLがセッション
のレベルを上げようとすると、ポリ

シーが失敗します。

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_
PROMOTE_FAIL_NO_ZONE_PAIR

68

失敗したポリシー。ポリシーがないた

めにALGがセッションのレベルを上げ
ようとすると、ポリシーが失敗しま

す。

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_
PROMOTE_FAIL_NO_POLICY

69

コンテキスト認識型ファイウォール

（CXSC）がティアダウンを要求した
後でパケットを受信しました。

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ONEFW
_SCB_CLOSE

CXSCが動作していません。FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ONEFW
_FAIL_CLOSE

9
初期シーケンス番号

10
ネットワークアドレス変換

11
フラグメンテーション再構成

12
アプリケーションレイヤゲートウェイ

13
ハイアベイラビリティ

14
高速ロギング
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ファイアウォール高速ロギングの設定方法

グローバルパラメータマップの高速ロギングの有効化

デフォルトでは、高速ロギング（HSL）は有効ではなく、ファイアウォールのログはルートプロ
セッサ（RP）またはコンソールのロガーバッファに送信されます。HSLをイネーブルにすると、
ログはボックス外の高速ログコレクタに送信されます。パラメータマップはファイアウォールに

到達するトラフィック対してアクションを実行する手段を提供し、グローバルパラメータマップ

はファイアウォールセッションテーブル全体に適用されます。グローバルパラメータマップの

高速ロギングを有効にするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect global
4. log dropped-packets
5. log flow-export v9 udp destination ip-address port-number
6. log flow-export template timeout-rate seconds
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

グローバルパラメータマップを設定し、パラメータ

マップタイプ検査コンフィギュレーションモードを

開始します。

parameter-map type inspect global

例：
Device(config)# parameter-map type inspect
global

ステップ 3   

ドロップされたパケットのロギングをイネーブルに

します。

log dropped-packets

例：
Device(config-profile)# log
dropped-packets

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

NetFlowイベントロギングをイネーブルにし、ログ
コレクタの IPアドレスとポート番号を提供します。

log flow-export v9 udp destination ip-address
port-number

例：
Device(config-profile)# log flow-export
v9 udp destination 10.0.2.0 5000

ステップ 5   

テンプレートのタイムアウト値を指定します。log flow-export template timeout-rate seconds

例：
Device(config-profile) log flow-export
template timeout-rate 5000

ステップ 6   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーショ

ンモードを終了して、特権 EXECモードに戻りま
す。

end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 7   

ファイアウォールアクションの高速ロギングの有効化

検査タイプパラメータマップを設定している場合、高速ロギングを有効にするには、次の作業を

実行します。パラメータマップはファイアウォールのインスペクション動作を指定し、ファイア

ウォールのインスペクションパラメータマップは検査タイプとして設定されます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect parameter-map-name
4. audit-trail on
5. alert on
6. one-minute {low number-of-connections | high number-of-connections}
7. tcp max-incomplete host threshold
8. exit
9. policy-map type inspect policy-map-name
10. class type inspect class-map-name
11. inspect parameter-map-name
12. end

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

455

ファイアウォール高速ロギング

ファイアウォールアクションの高速ロギングの有効化



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspectキー
ワードに関連するパラメータの検査パラメータマップを設

parameter-map type inspect
parameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect parameter-map-hsl

ステップ 3   

定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

監査証跡メッセージをイネーブルにします。audit-trail on

例：
Device(config-profile)# audit-trail
on

ステップ 4   

•パラメータマップに対する監査証跡を有効にして、接
続またはセッションの開始、停止、および継続時間、

および送信元と宛先の IPアドレスを記録できます。

コンソールに表示されるステートフルパケットインスペ

クションアラートメッセージをイネーブルにします。

alert on

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 5   

システムによるハーフオープンセッションの削除の開始と

停止を起動する新規の未確立セッションの数を定義しま

す。

one-minute {low number-of-connections |
high number-of-connections}

例：
Device(config-profile)# one-minute
high 10000

ステップ 6   

TCPホスト固有のサービス妨害（DoS）の検出および回避
のために、しきい値とブロックする時間値を指定します。

tcp max-incomplete host threshold

例：
Device(config-profile)# tcp
max-incomplete host 100

ステップ 7   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了して、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

検査タイプポリシーマップを作成して、ポリシーマップ

コンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect policy-map-hsl

ステップ 9   

アクションを実行する対象のトラフィッククラスを指定

し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

class type inspect class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect class-map-tcp

ステップ 10   

（任意）ステートフルパケットインスペクションをイネー

ブルにします。

inspect parameter-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
parameter-map-hsl

ステップ 11   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 12   

ファイアウォール高速ロギングの設定例

例：グローバルパラメータマップの高速ロギングの有効化

次に、ドロップされたパケットのロギングを有効にし、NetFlowバージョン 9形式のエラーメッ
セージを外部 IPアドレスに記録する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect global
Device(config-profile)# log dropped-packets
Device(config-profile)# log flow-export v9 udp destination 10.0.2.0 5000
Device(config-profile)# log flow-export template timeout-rate 5000
Device(config-profile)# end

例：ファイアウォールアクションの高速ロギングの有効化

次に、inspect-type parameter-map parameter-map-hslの高速ロギング（HSL）を設定する例を示しま
す。

Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect parameter-map-hsl
Device(config-profile)# audit trail on
Device(config-profile)# alert on
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Device(config-profile)# one-minute high 10000
Device(config-profile)# tcp max-incomplete host 100
Device(config-profile)# exit
Device(config)# poliy-map type inspect policy-map-hsl
Device(config-pmap)# class type inspect class-map-tcp
Device(config-pmap-c)# inspect parameter-map-hsl
Device(config-pmap-c)# end

ファイアウォール高速ロギングに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


ファイアウォール高速ロギングに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 32：ファイアウォール高速ロギングに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォール高速ロギングサポート機能は、NetFlow
バージョン9をエクスポート形式として使用したファイ
アウォール HSLのサポートを導入します。

次のコマンドが導入または変更されました。log
dropped-packet、log flow-export v9 udp destination、log
flow-export template timeout-rate、parameter-map type
inspect global。

Cisco IOS XEリ
リース 2.1

ファイアウォール高

速ロギング
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第 23 章

TCP リセットセグメント制御

TCPリセットセグメント制御機能は、ハーフクローズ、ハーフオープン、またはアイドルセッ
ションに対して、セッション削除が発生したときにTCPリセット（RST）セグメントを送信する
必要があるかどうかを設定するメカニズムを提供します。

• 機能情報の確認, 461 ページ

• TCPリセットセグメント制御について, 462 ページ

• TCPリセットセグメント制御の設定方法, 463 ページ

• TCPリセットセグメント制御の設定例, 467 ページ

• TCPリセットセグメント制御に関する追加情報, 468 ページ

• TCPリセットセグメント制御に関する機能情報, 469 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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TCP リセットセグメント制御について

TCP リセットセグメント制御
TCPヘッダーには、リセット（RST）フラグというフラグが含まれます。TCPセグメントは、参
照される接続の条件を満たしていないセグメントが到着するたびに、RSTフラグとともに送信さ
れます。たとえば、接続要求が宛先ポートで受信されたにもかかわらず、そのポートでリッスン

しているプロセスがない場合、TCPセグメントは RSTフラグとともに送信されます。

この動作は、ホスト間通信用に RFC 793の伝送制御プロトコルで定義され、さまざまなベンダー
によって実装されています。ただし、ホスト間のネットワークにあるネットワークデバイスに関

しては、セッション（ハーフオープン、アイドル、ハーフクローズ）のクリア時に、デバイスが

接続の発信側、受信側、またはその両方にTCPRSTセグメントを送信する必要があるかどうかを
判別するための特定の規則が定義されていません。一部のデバイスはセッションのクリア時に送

信側と受信側の両方のポートにTCPRSTセグメントを送信しますが、TCPRSTセグメントを送信
せずにセッションテーブルのセッションを暗黙的に削除するデバイスもあります。

TCPリセットセグメント制御機能は、ハーフクローズ、ハーフオープン、またはアイドルセッ
ションに対して、セッションがクリアされるときにTCPRSTセグメントを送信する必要があるか
どうかを設定するメカニズムを提供します。

ハーフオープンセッションはTCP同期（SYN）セグメントによって開始された未確立のセッショ
ンで、TCPスリーウェイハンドシェイクのみが発生し、タイマーが開始されるため、不完全で
す。

TCPは、接続の一端で出力を終了すると同時に、接続のもう他端からデータを受信し続ける機能
を提供します。この TCP状態は、ハーフクローズと呼ばれます。セッションは最初の TCP FINセ
グメントを受信し、タイマーが起動すると、ハーフクローズ状態になります。セッションがタイ

ムアウトになる前に別のセグメントを受信した場合、タイマーが再開されます。

ハーフオープンおよびハーフクローズのセッションのタイムアウト値は、tcp synwait-timeコマン
ドを使用して設定できます。デフォルトのタイムアウト値は 30秒です。

アイドルセッションは、2つのデバイス間でアクティブで、長時間どちらのデバイスからもデー
タが送信されていないTCPセッションです。アイドルセッションのタイムアウト値は、tcpidle-time
コマンドを使用して設定できます。アイドルセッションのデフォルトのタイムアウト値は 3600
秒です。

TCPセッションでタイムアウトが発生し、セッションがクリアされると、TCP RSTセグメントが
送信され、セッションにTCPリセットセグメント制御が設定されている場合に限り、セッション
がリセットされます。
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TCP リセットセグメント制御の設定方法

ハーフオープンセッションの TCP リセットの設定
ハーフオープンセッションとは、TCP同期（SYN）セグメントによって開始されたが、3ウェイ
ハンドシェイクがまだ完了していない未確立セッションです。未完了 3ウェイハンドシェイクが
発生すると、ただちにタイマーが開始します。tcp synwait-timeコマンドを使用すると、ハーフ
オープンセッションタイムアウトのタイマー値を設定できます。このようなセッションのデフォ

ルトタイムアウト値は 30秒です。

ハーフオープン TCPセッションでタイムアウトが発生してセッションがクリアされると、セッ
ションでTCPリセットセグメント制御が設定されている場合にのみ、TCPリセット（RST）セグ
メントが送信されてセッションがリセットされます。

tcp half-open reset onコマンドを設定すると、セッションがクリアされたときにハーフオープン
セッションの両端に TCP RSTセグメントが送信されます。tcp half-open reset offコマンドを設定
すると、セッションがクリアされても TCP RSTセグメントは伝送されません。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect parameter-map-name
4. tcp synwait-time seconds
5. tcp half-open reset {off | on}
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）接続しきい値、タイムアウト、その他の inspect
キーワードに関連するパラメータに対する検査パラメータ

parameter-map type inspect
parameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap-name

ステップ 3   

マップを設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィ

ギュレーションモードを開始します。

セッションをドロップする前に、TCPセッションが確立状
態になるのを待機する時間を指定します。

tcp synwait-time seconds

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 10

ステップ 4   

ハーフオープンセッションのタイムアウトが発生してセッ

ションがクリアされた場合に、TCPRSTセグメントが送信
されるかどうかを指定します。

tcp half-open reset {off | on}

例：
Device(config-profile)# tcp half-open
reset on

ステップ 5   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 6   

ハーフクローズセッションの TCP リセットの設定
TCPでは、接続の一方の終端が出力を終了しても、接続のもう一方の終端から引き続きデータを
受信することができます。この TCP状態は、ハーフクローズと呼ばれます。セッションは最初の
TCP終了（FIN）セグメントを受信するとハーフクローズ状態になり、タイマーを開始します。
セッションがタイムアウトになる前に別のセグメントを受信した場合、タイマーが再開されま

す。tcpsynwait-timeコマンドを使用すると、ハーフクローズセッションのタイムアウト値を設定
できます。ハーフクローズセッションのデフォルトタイムアウト値は 30秒です。

ハーフクローズ TCPセッションでタイムアウトが発生すると、セッションで TCPリセットセグ
メント制御が設定されている場合にのみ、TCP RSTセグメントが送信されてセッションがリセッ
トされます。

tcp half-close reset onコマンドを設定すると、タイムアウトが発生してセッションがクリアされた
ときに、ハーフオープンセッションの両端に TCP RSTセグメントが送信されます。tcp half-close
reset offコマンドを設定すると、セッションタイムアウトが発生してセッションがクリアされた
ときに TCP RSTセグメントが伝送されません。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect parameter-map-name
4. tcp finwait-time seconds
5. tcp half-close reset {off | on}
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値、タイムアウト、その他の inspectキーワー
ドに関連するパラメータに対する検査パラメータマップ

parameter-map type inspect
parameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap-name

ステップ 3   

を設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレー

ションモードを開始します。

（任意）ファイアウォールが FIN-exchangeを検出してか
ら TCPセッションが管理される時間を指定します。

tcp finwait-time seconds

例：
Device(config-profile)# tcp
finwait-time 10

ステップ 4   

ハーフオープンセッションでセッション削除が発生した

場合に TCP RSTセグメントが送信されるかどうかを指定
します。

tcp half-close reset {off | on}

例：
Device(config-profile)# tcp half-close
reset on

ステップ 5   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 6   
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アイドルセッションの TCP リセットの設定
アイドルセッションとは、2つのデバイス間でアクティブな、長時間にわたっていずれのデバイ
スからもデータが送信されないTCPセッションです。アイドルセッションのタイムアウト値は、
tcp idle-timeコマンドを使用して設定できます。アイドルセッションのデフォルトのタイムアウ
ト値は 3600秒です。

アイドル TCPセッションでタイムアウトが発生すると、セッションで TCPリセットセグメント
制御が設定されている場合には TCP RSTセグメントが送信され、セッションがリセットされま
す。

tcp idle reset onコマンドを設定すると、タイムアウトが発生してセッションがクリアされたとき
に、アイドルセッションの両端に TCP RSTセグメントが送信されます。tcp idle reset offコマン
ドを設定すると、セッションタイムアウトが発生してセッションがクリアされたときにTCPRST
セグメントが伝送されません。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect parameter-map-name
4. tcp idle-time seconds
5. tcp idle reset {off | on}
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

接続しきい値、タイムアウト、その他の inspectキーワー
ドに関連するパラメータに対する検査パラメータマップ

parameter-map type inspect
parameter-map-name

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap-name

ステップ 3   

を設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュ

レーションモードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）TCPセッションのタイムアウトを設定します。tcp idle-time seconds

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
90

ステップ 4   

アイドルセッションでセッション削除が発生した場合に

TCPRSTセグメントが送信されるかどうかを指定します。
tcp idle reset {off | on}

例：
Device(config-profile)# tcp idle reset
on

ステップ 5   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 6   

TCP リセットセグメント制御の設定例

例：ハーフオープンセッションの TCP リセットの設定
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect pmap-name
Device(config-profile)# tcp synwait-time 10
Device(config-profile)# tcp half-open reset on
Device(config-profile)# end

例：ハーフクローズセッションの TCP リセットの設定
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect pmap-name
Device(config-profile)# tcp finwait-time 10
Device(config-profile)# tcp half-close reset on
Device(config-profile)# end

例：アイドルセッションの TCP リセットの設定
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect pmap-name
Device(config-profile)# tcp idle-time 90
Device(config-profile)# tcp idle reset on
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Device(config-profile)# end

TCP リセットセグメント制御に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Transmission Control Protocol』RFC 793

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://tools.ietf.org/html/rfc793
http://www.cisco.com/support


TCP リセットセグメント制御に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 33：TCP リセットセグメント制御に関する機能情報

機能情報リリース機能名

TCPリセットセグメント制御
機能は、ハーフオープン、ハー

フクローズ、およびアイドル

セッションに関するセッション

がクリアされたときにTCPRST
ビットが送出されるように設定

するための一貫したメカニズム

を提供します。

次のコマンドが導入または変更

されました。tcp idle reset、tcp
half-close reset、および tcp
half-open reset。

Cisco IOS XEリリース 3.8STCPリセットセグメント制御
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ゾーンベースポリシーファイアウォールで

の TCP ウィンドウスケーリングのルーズ
チェックオプション

ゾーンベースポリシーファイアウォール機能のTCPウィンドウスケーリングオプションのルー
ズチェックは、ファイアウォールでのTCPウィンドウスケーリングオプションの厳格なチェッ
クを無効にします。

• 機能情報の確認, 471 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでのTCPウィンドウスケーリングのルーズチェッ
クオプションに関する情報, 472 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでのTCPウィンドウスケーリングのルーズチェッ
クオプションの設定方法, 473 ページ

• TCPウィンドウスケーリングの設定例, 477 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでのTCPウィンドウスケーリングのルーズチェッ
クオプションに関する機能情報, 477 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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ゾーンベースポリシーファイアウォールでの TCP ウィン
ドウスケーリングのルーズチェックオプションに関す

る情報

TCP ウィンドウスケーリングのルーズチェックオプションの概要
TCPは、高帯域幅および高速データパスでのパフォーマンスを向上させる、さまざまなTCP拡張
機能を提供しています。このような拡張機能の 1つが、TCPウィンドウスケーリングオプション
です。TCPウィンドウスケーリングのルーズチェックオプションは、RFC 1323に記述されてい
るウィンドウスケーリングオプションの厳密なチェックを無効にします。

広帯域高遅延ネットワーク（LFN）と呼ばれる大きな帯域遅延積の特性を持つネットワーク経路
でのTCPのパフォーマンスを改善するため、より大きなウィンドウサイズが推奨されます。TCP
ウィンドウスケーリングにより、TCPウィンドウの定義は 32ビットに拡大され、スケールファ
クタを使用して TCPヘッダーの 16ビットウィンドウフィールドでこの 32ビットの値を伝送し
ます。ウィンドウサイズはスケール係数14まで大きくすることができます。典型的なアプリケー
ションは、広帯域高遅延ネットワークで動作するときにスケール係数 3を使います。

ファイアウォールの実装により、TCPウィンドウスケーリングオプションの厳密なチェックが適
用されます。この場合、ファイアウォールは、TCPスリーウェイハンドシェイクの初期同期
（SYN）パケットで TCPウィンドウスケーリングオプションを受信しなかった場合、TCPウィ
ンドウスケーリングオプションを使用するSYN/ACKパケットをドロップします。ウィンドウス
ケーリングオプションは SYNビットがオンに設定された SYNセグメントでのみ送信されます。
したがって、接続のオープン時にウィンドウスケールが各方向で固定されます。

tcp window-scale-enforcement looseコマンドを使用すると、TCP SYNセグメントでの TCPウィン
ドウスケーリングオプションの厳格なチェックが無効になります。
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ゾーンベースポリシーファイアウォールでの TCP ウィン
ドウスケーリングのルーズチェックオプションの設定

方法

ファイアウォールの TCP ウィンドウスケーリングオプションの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect {parameter-map-name | global | default}
4. tcp window-scale-enforcement loose
5. exit
6. class-map type inspect {match-any |match-all} class-map-name
7. match protocol [parameter-map] [signature]
8. exit
9. policy-map type inspect policy-map-name
10. class type inspectclass-map-name
11. inspect [parameter-map-name]
12. exit
13. classname
14. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

検査パラメータマップを設定し、プロファイルコン

フィギュレーションモードを開始します。

parameter-map type inspect
{parameter-map-name | global | default}

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap-fw

ステップ 3   

ファイアウォールでのTCPウィンドウスケーリングオ
プションの厳密なチェックを無効にします。

tcp window-scale-enforcement loose

例：
Device(config-profile)# tcp
window-scale-enforcement loose

ステップ 4   

プロファイルコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 5   

検査タイプクラスマップを作成して、QoSクラスマッ
プコンフィギュレーションモードを開始します。

class-map type inspect {match-any |
match-all} class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any internet-traffic-class

ステップ 6   

指定されたプロトコルに基づいてクラスマップの一致

基準を設定します。

match protocol [parameter-map] [signature]

例：
Device(config-cmap)# match protocol tcp

ステップ 7   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを終
了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 8   

検査タイプポリシーマップを作成して、QoSポリシー
マップコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
private-internet-policy

ステップ 9   

アクションを実行する対象のトラフィッククラスを指

定し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
internet-traffic-class

ステップ 10   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブル

にします。

inspect [parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap-fw

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーション
モードを終了し、QoSポリシーマップコンフィギュ
レーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 12   

指定したデータリンク接続識別子（DLCI）にマップク
ラスを関連付けます。

classname

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 13   

QoSポリシーマップコンフィギュレーションモードを
終了し、特権 EXECモードに戻ります。

end

例：
Device(config-pmap)# end

ステップ 14   

TCP ウィンドウスケーリングのゾーンとゾーンペアの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interfacetype number
4. ip address ip-address
5. zone-member securitysecurity-zone-name
6. exit
7. interfacetype number
8. ip address ip-address
9. zone-member securitysecurity-zone-name
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを指定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet
0/1/5

ステップ 3   

インターフェイス IPアドレスを割り当てます。ip address ip-address

例：
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 4   

インターフェイスをゾーンメンバーとして設定しま

す。

zone-member securitysecurity-zone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security
private

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6   

インターフェイスを指定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet
0/1/6

ステップ 7   

IPアドレスをインターフェイスに割り当てます。ip address ip-address

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.200.225 255.255.255.0

ステップ 8   

インターフェイスをゾーンメンバーとして設定しま

す。

zone-member securitysecurity-zone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security
internet

ステップ 9   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 10   
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TCP ウィンドウスケーリングの設定例

例：ファイアウォールの TCP ウィンドウスケーリングオプションの
設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect pmap-fw
Device(config-profile)# tcp window-scale-enforcement loose
Device(config-profile)# exit
Device(config)# class-map type inspect match-any internet-traffic-class
Device(config-cmap)# match protocol tcp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect private-internet-policy
Device(config-pmap)# class type inspect internet-traffic-class
Device(config-pmap-c)# inspect pmap-fw
Device(config-pmap-c)#exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap)#end

例：TCP ウィンドウスケーリングのゾーンとゾーンペアの設定

Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/5
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security private
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/6
Device(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security internet
Device(config-if)# end

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの TCP ウィン
ドウスケーリングのルーズチェックオプションに関す

る機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 34：ゾーンベースポリシーファイアウォールでの TCP ウィンドウスケーリングのルーズチェックオプ
ションに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの

TCPウィンドウスケーリングのルーズチェック
オプション機能は、IOS-XEファイアウォール内
のTCPウィンドウスケーリングオプションの厳
密なチェックを無効にします。

次のコマンドが導入または変更されました。tcp
window-scale-enforcement loose。

Cisco IOS XEリリース 3.10Sで、Cisco CSR 1000
シリーズルータのサポートが追加されました。

Cisco IOS XE
リリース
3.10S

ゾーンベースポリシーファイ

アウォールでの TCPウィンド
ウスケーリングのルーズ

チェックオプション
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第 25 章

ゾーンベースポリシーファイアウォールで

の ALG と AIC の有効化

ゾーンベースポリシーファイアウォールでは、アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）
およびアプリケーションインスペクションおよびコントロール（AIC）と、レイヤ 7アプリケー
ションプロトコルインスペクションがサポートされています。レイヤ 7アプリケーションプロ
トコルインスペクションを使用すると、セキュリティモジュールを通過するプロトコルの動作

の確認や、不要なトラフィックや悪意のあるトラフィックの識別が可能です。

ゾーンベースポリシーファイアウォールでのALGおよびAICの有効化機能の導入前は、ALG/AIC
設定とともにレイヤ 7プロトコルインスペクションが自動的に有効になりました。この機能を
使用すると、no application-inspectコマンドを使用してレイヤ 7インスペクションを有効または
無効にできます。

このモジュールでは、ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALGおよび AICの有効化
機能について概説し、この機能を設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 480 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでのALGとAICの有効化に関する情報, 480 ペー
ジ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALGと AICの有効化方法, 482 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALGと AICの有効化の設定例, 487 ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALGと AICの有効化に関する追加情報, 488
ページ

• ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALGと AICの有効化に関する機能情報, 489
ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALG と AIC
の有効化に関する情報

アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションレイヤゲートウェイとも
呼ばれ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーショ
ンです。ALGは、アプリケーションレイヤプロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネッ
トワークアドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクション
は、ファイアウォールおよびNATの設定に応じて次の 1つまたは複数のアクションになります。

•クライアントアプリケーションが、ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用してサーバ
アプリケーションと通信できるようにします。

•アプリケーション固有のコマンドを認識し、これらのコマンドに対するきめ細かいセキュリ
ティ制御を提供します。

•データ交換を行う 2つのホスト間の複数のデータストリームまたはデータセッションを同
期します。

•アプリケーションペイロードで使用できるネットワーク層アドレス情報を変換します。

ファイアウォールがピンホールを開き、アプリケーションレイヤデータストリームの送信元 IP
アドレスおよび宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックに対する変換サービ
スをNATが実行します。IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションに
は ALGのサポートが必要です。
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レイヤ 7 アプリケーションプロトコルインスペクションの有効化の概
要

ゾーンベースポリシーファイアウォールでは、アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）
およびアプリケーションインスペクションおよびコントロール（AIC）と、レイヤ 7プロトコル
インスペクションがサポートされています。レイヤ 7プロトコルインスペクションは ALG/AIC
設定とともに自動的に有効になります。

レイヤ 7アプリケーションプロトコルインスペクションは、アプリケーション層プロトコルを解
釈または理解し、適切なファイアウォールまたはネットワークアドレス変換（NAT）アクション
を実行する手法です。アプリケーションによっては、パケットがデバイスのセキュリティモジュー

ルを通過する際、パケットのデータ部分に特別な処理をする必要があります。レイヤ7アプリケー
ションプロトコルインスペクションを使用すると、セキュリティモジュールを通過するプロト

コルの動作の確認や、不要なトラフィックや悪意のあるトラフィックの識別が可能です。セキュ

リティモジュールは、設定されているトラフィックポリシーに基づいてパケットの受け入れまた

は拒否を行い、アプリケーションおよびサービスを安全に使用できるようにします。

アプリケーションインスペクションの実装の問題が原因で、アプリケーションパケットがドロッ

プされることや、ネットワークが不安定になることがあります。ゾーンベースポリシーファイア

ウォールでの ALGおよび AICの有効化機能の導入前は、アプリケーションインスペクションを
無効にするには、ターゲットレイヤ 7プロトコルポートを使用してアクセスコントロールリス
ト（ACL）を定義し、特定のレイヤ 7プロトコルのインスペクションをバイパスするために、こ
の ACLと、TCPまたは UDPプロトコルに一致するクラスマップを定義する必要がありました。

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALGおよび AICの有効化機能が導入されたこと
で、application-inspectコマンドを使用して、特定のプロトコルまたはサポートされているすべて
のレイヤ 7プロトコルに対して、レイヤ 7プロトコルインスペクションを有効または無効にでき
ます。パラメータマップの設定の変更は、新しいセッションにのみ適用されます。たとえば、FTP
レイヤ 7インスペクションを無効にすると、新規に作成されたセッションは FTPレイヤ 7インス
ペクションをスキップしますが、この設定変更前にすでに確立されていた既存のセッションはFTP
レイヤ 7インスペクションを実行します。すべてのセッションで設定の変更を行う場合は、すべ
てのセッションを削除してから再作成する必要があります。

レイヤ 7アプリケーションプロトコルインスペクションは、個々のパラメータマップまたはグ
ローバルファイアウォールに対して有効にできます。
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ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALG と AIC
の有効化方法

ファイアウォールのレイヤ 7 アプリケーションプロトコルインスペク
ションの有効化

アプリケーションプロトコルインスペクションはデフォルトではイネーブルです。no
application-inspectコマンドを使用して、アプリケーションプロトコルインスペクションを無効
にします。

何らかの理由でアプリケーションプロトコルインスペクションを無効化した場合、

application-inspectコマンドを使用して再設定します。parameter-map type inspectコマンドまたは
parameter-map type inspect-globalコマンドのどちらかを設定した後で、application-inspectコマン
ドを設定します。

いつでも、parameter-map type inspectコマンドまたは parameter-map type inspect-globalコマン
ドのどちらかを設定できます。

★

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. 次のいずれかを実行します。

• parameter-map type inspectparameter-map-name

• parameter-map type inspect-global

4. application-inspect{all| protocol-name}
5. exit
6. class-map type inspect{match-all|match-any} class-map-name
7. match protocolprotocol-name
8. exit
9. policy-map type inspectpolicy-map-name
10. class type inspect{class-map-name | class-default}
11. inspectparameter-map-name
12. exit
13. class{class-map-name | class-default}
14. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

次のいずれかを実行します。ステップ 3   •（任意）接続しきい値、タイムアウト、およびその
他の検査アクションに関連するパラメータに対し• parameter-map type

inspectparameter-map-name て、ファイアウォールの検査タイプパラメータマッ

プを有効にして、パラメータマップタイプ検査コ

ンフィギュレーションモードを開始します。• parameter-map type inspect-global

•（任意）グローバルパラメータマップを有効にし、
パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。
例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap-fw

または

Device(config)# parameter-map type
inspect-global

指定されたプロトコルについてアプリケーションインス

ペクションをイネーブルにします。

application-inspect{all| protocol-name}

例：
Device(config-profile)#
application-inspect msrpc

ステップ 4   

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーション

モードを終了して、グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 5   

検査タイプクラスマップを作成し、クラスマップコン

フィギュレーションモードを開始します。

class-map type inspect{match-all|
match-any} class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any internet-traffic-class

ステップ 6   

指定したプロトコルに基づいてクラスマップの一致基準

を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
msrpc

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了し

て、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 8   

検査タイプポリシーマップを作成し、ポリシーマップ

コンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
private-internet-policy

ステップ 9   

アクションを実行する対象のトラフィッククラスを指定

し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

class type inspect{class-map-name |
class-default}

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
internet-traffic-class

ステップ 10   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブルに

します。

inspectparameter-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap-fw

ステップ 11   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード

を終了して、ポリシーマップコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 12   

ポリシーを設定または変更できるようデフォルトクラス

を指定します。

class{class-map-name | class-default}

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 13   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-pmap)# end

ステップ 14   
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レイヤ 7 アプリケーションプロトコルインスペクションを有効にする
ためのゾーンの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone security{default| security-zone}
4. exit
5. zone security{default| security-zone}
6. exit
7. zone-pair securityzone-pairsourcesource-zonedestinationdestination-zone
8. service-policy type inspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetype number
11. zone-member securitysecurity-zone
12. exit
13. interfacetype number
14. zone-member securitysecurity-zone
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを割り当てることができる

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティ

zone security{default| security-zone}

例：
Device(config)# zone security private

ステップ 3   

ゾーンコンフィギュレーションモードを開始

します。

•送信元ゾーンと宛先ゾーンという、ゾー
ンペアを作成するための2つのセキュリ
ティゾーンが必要です。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

インターフェイスを割り当てることができる

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティ

zone security{default| security-zone}

例：
Device(config)# zone security internet

ステップ 5   

ゾーンコンフィギュレーションモードを開始

します。

セキュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペ

アコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

zone-pair
securityzone-pairsourcesource-zonedestinationdestination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security private-internet
source private destination internet

ステップ 7   

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾー

ンペアに付加します。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type
inspect private-internet-policy

ステップ 8   

•ゾーンのペア間でポリシーが設定されな
い場合、トラフィックはデフォルトでド

ロップされます。

セキュリティゾーンペアコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

インターフェイスを設定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

ステップ 10   

インターフェイスを指定したセキュリティ

ゾーンに割り当てます。

zone-member securitysecurity-zone

例：
Device(config-if)# zone-member security private

ステップ 11   

•インターフェイスをセキュリティゾーン
のメンバーにした場合、そのインター

フェイスを通して送受信されるすべての

トラフィックは、デフォルトでドロップ

されます（ただしデバイス宛のトラ

フィックとデバイス発のトラフィックを

除く）。トラフィックがインターフェイ
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目的コマンドまたはアクション

ス通過するには、ゾーンをポリシーの適

用先のゾーンペアの一部にする必要があ

ります。ポリシーがトラフィックを許可

すると、トラフィックはそのインター

フェイスを通過できます。

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 12   

インターフェイスを設定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/2/2

ステップ 13   

インターフェイスを指定したセキュリティ

ゾーンに割り当てます。

zone-member securitysecurity-zone

例：
Device(config-if)# zone-member security internet

ステップ 14   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードに戻りま
す。

end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 15   

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALG と AIC
の有効化の設定例

例：ファイアウォールでのレイヤ 7 アプリケーションプロトコルイン
スペクションの有効化

次に、parameter-map type inspectコマンドを設定した後に、レイヤ 7アプリケーションプロトコ
ルインスペクションを有効にする例を示します。parameter-map type inspect-globalコマンドを設
定した後でも、アプリケーションインスペクションを有効にすることができます。

parameter-map type inspectコマンドと parameter-map type inspect-globalコマンドを同時に設定
することはできません。

Device# configure terminal
Device(config)# parameter-map type inspect pmap-fw
Device(config-profile)# application-inspect msrpc
Device(config-profile)# exit
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Device(config)# class-map type inspect match-any internet-traffic-class
Device(config-cmap)# match protocol msrpc
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect private-internet-policy
Device(config-pmap)# class type inspect internet-traffic-class
Device(config-pmap-c)# inspect pmap-fw
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap)# end

例：レイヤ 7 アプリケーションプロトコルインスペクションを有効化
するゾーンの設定

Device# configure terminal
Device(config)# zone security private
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security internet
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security private-internet source private destination internet
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect private-internet-policy
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# zone-member security private
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/2/2
Device(config-if)# zone-member security internet
Device(config-if)# end

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALG と AIC
の有効化に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALG と AIC
の有効化に関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 35：ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALG と AIC の有効化に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ゾーンベースポリシーファイアウォールでは、アプリ

ケーションレベルゲートウェイ（ALG）およびアプリ
ケーションインスペクションおよびコントロール（AIC）
と、レイヤ 7アプリケーションプロトコルインスペク
ションがサポートされています。レイヤ 7アプリケー
ションプロトコルインスペクションは、プロトコル動

作の確認と、セキュリティモジュールを通過する不要な

または悪意のあるトラフィックの識別を容易にします。

ゾーンベースポリシーファイアウォールでの ALGと
AICの有効化機能が導入される前は、レイヤ 7プロトコ
ルインスペクションが ALG/AI C設定とともに自動的に
有効になりました。この機能を使用すると、no
application-inspectコマンドを使用して、レイヤ 7インス
ペクションを有効または無効にすることができます。

Cisco IOSXEリリース 3.11Sでは、この機能がCisco ASR
1000シリーズアグリゲーションサービスルータ、Cisco
4400シリーズサービス統合型ルータ、およびシスコク
ラウドサービスルータ 1000Vで導入されました。

次のコマンドが導入または変更されました。

application-inspect、show parameter-map type inspect、
および show platform software firewall。

Cisco IOS XE
リリース3.11S

ゾーンベースポリ

シーファイアウォー

ルでの ALGと AICの
有効化
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第 26 章

ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定

ファイアウォール TCP SYNCookie機能は、TCP SYNフラッディング攻撃からファイアウォール
を保護します。TCPSYNフラッディング攻撃は、サービス妨害（DoS）攻撃の一種です。通常、
TCP同期（SYN）パケットは、ファイアウォールの背後にある対象のエンドホストまたは一定
範囲のサブネットアドレスに送信されます。これらの TCP SYNパケットによって、送信元 IP
アドレスがスプーフィングされます。スプーフィング攻撃とは、個人またはプログラムが、デー

タを改ざんして不正な優位性を獲得し、別のものになりすますことです。TCP SYNフラッディ
ングは、ファイアウォールまたはエンドホスト上のすべてのリソースを占有し、そのために正

当なトラフィックに対する DoSが発生します。ファイアウォールおよびファイアウォール背後
のエンドホストでの TCP SYNフラッディングを防ぐには、ファイアウォール TCP SYN Cookie
機能を設定する必要があります。

• 機能情報の確認, 491 ページ

• ファイアウォール TCP SYN Cookieの設定に関する制約事項, 492 ページ

• ファイアウォール TCP SYN Cookieの設定について, 492 ページ

• ファイアウォール TCP SYN Cookieの設定方法, 493 ページ

• ファイアウォール TCP SYN Cookieの設定例, 499 ページ

• ファイアウォール TCP SYN Cookieに関する追加情報, 500 ページ

• ファイアウォール TCP SYN Cookieの設定に関する機能情報, 501 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定に関する制約事
項

•デフォルトのゾーンはゾーンタイプのパラメータマップをサポートしていないため、デフォ
ルトのゾーンのファイアウォール TCP SYN Cookie機能を設定することはできません。

•ファイアウォールTCPSYNCookie機能は、サブスクライバ単位のファイアウォールをサポー
トしていません。

ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定について

TCP SYN フラッド攻撃
ファイアウォール TCP SYN Cookie機能は、DoS攻撃の一種である TCP SYNフラッディング攻撃
からファイアウォールを保護するソフトウェアを実装します。

SYNフラッディング攻撃は、ハッカーがサーバに膨大な数の接続要求をフラッドすることによっ
て発生します。これらのメッセージには到達不能の返信アドレスが含まれているため、接続を確

立できません。未解決のオープン接続の数が増え、最終的にはサーバで処理しきれなくなり、有

効な要求へのサービスが拒否されるようになるため、正当なユーザのWebサイトへの接続、電子
メールのアクセス、FTPサービスの使用などが妨げられます。

SYNフラッド攻撃は、次の 2つのタイプに分類されます。

•ホストフラッド：SYNフラッドパケットが単一のホストに送信され、そのホスト上のすべ
てのリソースを使用することが意図されます。

•ファイアウォールセッションテーブルフラッド：SYNフラッドパケットはファイアウォー
ルの背後のアドレスの範囲に送信され、ファイアウォール上のセッションテーブルリソー

スを枯渇させ、その結果、リソースの拒否がファイアウォールを通過するトラフィックを正

当化することが意図されます。

ファイアウォール TCP SYN Cookie機能は、TCP接続要求を代行受信して検証することにより、
SYNフラッディング攻撃を防止するのに役立ちます。ファイアウォールは、クライアントから
サーバに送信されるTCPSYNパケットを代行受信します。TCPSYNCookieがトリガーされると、
設定された VPNルーティングおよび転送（VRF）またはゾーン宛てのすべての SYNパケットに
作用します。TCPSYNCookieは宛先サーバの代わりにクライアントとの接続を確立し、クライア
ントの代わりにサーバとの別の接続を確立して、2つの半接続を透過的に結び付けます。したがっ
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て、到達不能なホストからの接続試行がサーバに到達することはありません。TCPSYNCookieは
接続されている間、パケットを代行受信および転送します。

ファイアウォール TCP SYNCookie機能は、グローバルルーティングドメインとVRFドメインの
セッションテーブル SYNフラッド保護を提供します。ファイアウォールはグローバルテーブル
にセッションを保存するため、TCPハーフオープンセッションの数に制限を設定できます。TCP
ハーフオープンセッションは、確立状態に達していないセッションです。VRF対応ファイアウォー
ルでは、各 VRFの TCPハーフオープンセッションの数に制限を設定できます。グローバルレベ
ルと VRFレベルの両方で、設定済みの制限に達すると、TCP SYN Cookieはより多くのセッショ
ンを作成する前に、ハーフオープンセッションの送信元を確認します。

ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定方法

ファイアウォールホスト保護の設定

ホストのすべてのリソースを引き継ぐために、TCP SYNパケットが単一のホストに送信されま
す。ホスト保護は、送信元ゾーンに関してのみ設定可能です。宛先ゾーン設定で保護を設定して

も、TCP SYN攻撃から宛先ゾーンが保護されるわけではありません。

ファイアウォールホスト保護を設定するには、次の作業を実行します。

showコマンドは任意の順序で指定できます。（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. parameter-maptypeinspect-zonezone-pmap-name
4. tcpsyn-floodrateper-destinationmaximum-rate
5. max-destinationlimit
6. exit
7. zonesecurityzone-name
8. protectionparameter-map-name
9. exit
10. showparameter-maptypeinspect-zonezone-pmap-name
11. showzonesecurity
12. showpolicy-firewallstatszonezone-name
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：

Router> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

ゾーン検査タイプパラメータマップを設定し、

プロファイルコンフィギュレーションモードを

開始します。

parameter-maptypeinspect-zonezone-pmap-name

例：

Router(config)# parameter-map type inspect-zone
zone-pmap

ステップ 3   

各宛先アドレスの 1秒あたりの SYNフラッドパ
ケット数を設定します。

tcpsyn-floodrateper-destinationmaximum-rate

例：

Router(config-profile)# tcp syn-flood rate
per-destination 400

ステップ 4   

•特定の宛先アドレスに送信されるSYNパケッ
トのレートが、宛先ごとの制限を超えた場

合、ファイアウォールは宛先アドレスにルー

ティングされる SYNパケットの SYNCookie
処理を開始します。

ファイアウォールがゾーンで追跡できる宛先の最

大数を設定します。

max-destinationlimit

例：

Router(config-profile)# max-destination 10000

ステップ 5   

• limit引数を使って設定された制限を最大宛先
が超えた場合、ファイアウォールは SYNパ
ケットをドロップします。

プロファイルコンフィギュレーションモードを

終了して、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：

Router(config-profile)# exit

ステップ 6   

セキュリティゾーンを設定し、セキュリティゾー

ンコンフィギュレーションモードを開始します。

zonesecurityzone-name

例：

Router(config)# zone security secure-zone

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップを使用して指定のゾーンに関す

る保護を設定します。

protectionparameter-map-name

例：

Router(config-sec-zone)# protection zone-pmap

ステップ 8   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：

Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 9   

（任意）ゾーン検査タイプパラメータマップの

詳細を表示します。

showparameter-maptypeinspect-zonezone-pmap-name

例：

Router# show parameter-map type inspect-zone
zone-pmap

ステップ 10   

（任意）ゾーンセキュリティ情報を表示します。showzonesecurity

例：

Router# show zone security

ステップ 11   

（任意）パケット制限を超えた、SYN Cookieに
よって処理された SYNパケットの数を表示しま
す。

showpolicy-firewallstatszonezone-name

例：

Router# show policy-firewall stats zone
secure-zone

ステップ 12   

ファイアウォールセッションテーブル保護の設定

ファイアウォール上のセッションテーブルリソースを使い果たすことで、そのファイアウォール

を通過する正当なトラフィックに対するサービスを拒否することを目的として、TCP SYNパケッ
トがファイアウォール背後の一定範囲のアドレスに送信されます。グローバルルーティングドメ

インまたは VRFドメインにファイアウォールセッションテーブル保護を設定できます。

グローバルルーティングドメインでのファイアウォールセッションテーブル保護

の設定

グローバルルーティングドメインにファイアウォールセッションテーブル保護を設定するには、

次の作業を実行します。
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グローバルパラメータマップは、ルータレベルではなく、グローバルルーティングドメイ

ンで有効になります。

（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. parameter-maptypeinspectglobal
4. tcpsyn-floodlimitnumber
5. end
6. showpolicy-firewallstatsvrfglobal

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：

Router> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

グローバルパラメータマップを設定し、プロファイルコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

parameter-maptypeinspectglobal

例：

Router(config)# parameter-map type
inspect global

ステップ 3   

新しい SYNパケットの SYN Cookie処理をトリガーする
TCPハーフオープンセッション数を制限します。

tcpsyn-floodlimitnumber

例：

Router(config-profile)# tcp syn-flood
limit 500

ステップ 4   

プロファイルコンフィギュレーションモードを終了し

て、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

Router(config-profile)# end

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）グローバルVRFファイアウォールポリシーのス
テータスを表示します。

showpolicy-firewallstatsvrfglobal

例：

Router# show policy-firewall stats vrf
global

ステップ 6   

•また、存在する TCPハーフオープンセッションの
数もコマンド出力に表示されます。

VRF ドメインでのファイアウォールセッションテーブル保護の設定
VRFドメインにファイアウォールセッションテーブル保護を設定するには、次の作業を実行しま
す。

showコマンドは任意の順序で指定できます。（注）

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name
4. tcpsyn-floodlimitnumber
5. exit
6. parameter-maptypeinspectglobal
7. vrfvrf-nameinspectparameter-map-name
8. end
9. showparameter-maptypeinspect-vrf
10. showpolicy-firewallstatsvrfvrf-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：

Router> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

VRF検査タイプパラメータマップを設定し、プロファ
イルコンフィギュレーションモードを開始します。

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name

例：

Router(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf-pmap

ステップ 3   

新しい SYNパケットの SYN Cookie処理をトリガーす
る TCPハーフオープンセッション数を制限します。

tcpsyn-floodlimitnumber

例：

Router(config-profile)# tcp syn-flood
limit 200

ステップ 4   

プロファイルコンフィギュレーションモードを終了し

て、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：

Router(config-profile)# exit

ステップ 5   

VRF検査タイプパラメータマップを VRFにバインド
し、プロファイルコンフィギュレーションモードを開

始します。

parameter-maptypeinspectglobal

例：

Router(config)# parameter-map type
inspect global

ステップ 6   

パラメータマップを VRFにバインドします。vrfvrf-nameinspectparameter-map-name

例：

Router(config-profile)# vrf vrf1 inspect
vrf-pmap

ステップ 7   

プロファイルコンフィギュレーションモードを終了し

て、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

Router(config-profile)# end

ステップ 8   

（任意）VRF検査タイプパラメータマップに関する
情報を表示します。

showparameter-maptypeinspect-vrf

例：

Router# show parameter-map type
inspect-vrf

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）VRFファイアウォールポリシーのステータス
を表示します。

showpolicy-firewallstatsvrfvrf-name

例：

Router# show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap

ステップ 10   

•また、存在する TCPハーフオープンセッション
の数もコマンド出力に表示されます。

ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定例

ファイアウォールホスト保護の設定例

次に、ファイアウォールホスト保護を設定する例を示します。

Router(config)# parameter-map type inspect-zone zone-pmap

Router(config-profile)# tcp syn-flood rate per-destination 400

Router(config-profile)# max-destination 10000

Router(config-profile)# exit

Router(config)# zone security secure-zone

Router(config-sec-zone)# protection zone-pmap

ファイアウォールセッションテーブル保護の設定例

グローバルパラメータマップ

次に、グローバルルーティングドメインのファイアウォールセッションテーブル保護を設定す

る例を示します。

Router# configure terminal

Router(config)# parameter-map type inspect global

Router(config-profile)# tcp syn-flood limit 500

Router(config-profile)# end
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検査 VRF タイプパラメータマップ

次に、VRFドメインのファイアウォールセッションテーブル保護を設定する例を示します。

Router# configure terminal

Router(config)# parameter-map type inspect-vrf vrf-pmap

Router(config-profile)# tcp syn-flood limit 200

Router(config-profile)# exit

Router(config)# parameter-map type inspect global

Router(config-profile)# vrf vrf1 inspect vrf-pmap

Router(config-profile)# end

ファイアウォール TCP SYN Cookie に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands
A to C』

•『Security Command Reference: Commands
D to L』

•『Security Command Reference: Commands
M to R』

•『Security Command Reference: Commands S
to Z』

セキュリティコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定に関する機能情
報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 36：ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォール TCP SYN
Cookie機能は、TCP SYNフ
ラッディング攻撃からファイア

ウォールを保護します。TCP
SYNフラッディング攻撃はDoS
攻撃の一種です。通常は、TCP
SYNパケットはファイアウォー
ルの背後のターゲットエンド

ホストまたはサブネットアド

レスの範囲に送信されます。こ

れらの TCP SYNパケットに
よって、送信元 IPアドレスが
スプーフィングされます。ス

プーフィング攻撃とは、個人ま

たはプログラムが、データを改

ざんして不正な優位性を獲得

し、別のものになりすますこと

です。TCP SYNフラッディン
グは、ファイアウォールまたは

エンドホスト上のリソースを

使い果たすことにより、正当な

トラフィックに対する DoSを
引き起こすことができます。

ファイアウォールおよびファイ

アウォール背後のエンドホス

トでの TCP SYNフラッディン
グを防ぐには、ファイアウォー

ル TCP SYN Cookie機能を設定
する必要があります。

次のコマンドが導入または変更

されました。

parameter-maptypeinspect-vrf、
parameter-maptypeinspect-zone、
parameter-maptypeinspectglobal、
showpolicy-firewallstats、
tcpsyn-floodrateper-destination、
tcpsyn-floodlimit。

Cisco IOS XEリリース 3.3Sファイアウォール TCP SYN
Cookie
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第 27 章

ACL のオブジェクトグループ

ACLのオブジェクトグループ機能を使用して、ユーザ、デバイス、またはプロトコルをグルー
プに分類し、これらのグループをアクセスコントロールリスト（ACL）に適用してアクセスコ
ントロールポリシーを作成することができます。この機能により、従来の ACLで使用される
個々の IPアドレス、プロトコル、ポートではなく、オブジェクトグループを使用できるように
なります。この機能では、複数のアクセスコントロールエントリ（ACE）を使用できます。そ
れぞれの ACEを使用してユーザのグループ全体にサーバやサービスのグループに対するアクセ
スを許可したり、アクセスを拒否したりできるため、ACLのサイズが削減されて管理が容易に
なります。

このモジュールでは、ゾーンベースポリシーファイアウォールでのオブジェクトグループACL
の概要と、ゾーンベースファイアウォールを設定する方法を説明します。

• 機能情報の確認, 503 ページ

• ACLのオブジェクトグループに関する制約事項, 504 ページ

• ACLのオブジェクトグループに関する情報, 504 ページ

• ACLのオブジェクトグループの設定方法, 507 ページ

• ACL用オブジェクトグループの設定例, 520 ページ

• ACL用オブジェクトグループに関する追加情報, 523 ページ

• ACL用オブジェクトグループに関する機能情報, 523 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ACL のオブジェクトグループに関する制約事項
以下の制限が、ゾーンベースファイアウォール上の ACL用オブジェクトグループ機能に適用さ
れます。

• IPv6はサポートされていません。

•動的およびユーザ単位のアクセスコントロールリスト（ACL）はサポートされません。

• ACL内で使用されている場合は、オブジェクトグループを削除したり、オブジェクトグルー
プを空にしたりすることができません。

•オブジェクトグループは IP拡張 ACLでのみサポートされます。

ACL のオブジェクトグループに関する情報

ACL のオブジェクトグループの概要
大規模なネットワークでは、アクセスコントロールリスト（ACL）の行数が大量（数百行）にな
り、特に ACLが頻繁に変更される場合は ACLの設定および管理が困難になります。オブジェク
トグループベースの ACLは小規模で読みやすく、簡単に設定および管理できます。オブジェク
トグループベースのACLにより、Cisco IOSルータの大規模なユーザアクセス環境でのスタティッ
ク ACLの導入が容易になります。オブジェクトグループはポリシーの作成を簡素化することか
ら（たとえば、グループAにグループAサービスへのアクセスを許可するなど）、ゾーンベース
ファイアウォールにはオブジェクトグループによるメリットが得られます。

従来型のアクセスコントロールエントリ（ACE）を設定し、複数の ACEが同じ ACL内のオブ
ジェクトグループを参照するように設定できます。オブジェクトグループベースの ACLは、
Quality of Service（QoS）一致基準、ゾーンベースポリシーファイアウォール、Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）、およびその他の拡張 ACLを使用する機能で使用できます。

さらに、マルチキャストトラフィックでオブジェクトグループベースの ACLを使用することも
できます。多数のインバウンドおよびアウトバウンドパケットがある場合、オブジェクトグルー

プベースのACLを使用すると、従来型のACLを使用する場合よりパフォーマンスが向上します。
また、大規模な構成では、この機能によりアドレスとプロトコルのペアごとに個別のACEを定義
する必要がなくなるため、NVRAMに必要なストレージを削減できます。
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ゾーンベースファイアウォールとオブジェクトグループの統合

ゾーンベースファイアウォールでは特定のトラフィックにポリシーを適用するために、オブジェ

クトグループアクセスコントロールリスト（ACL）を使用します。オブジェクトグループACL
を定義し、その ACLをゾーンベースファイアウォールポリシーに関連付けて、ゾーンペアにポ
リシーを適用してトラフィックを検査します。

Cisco IOS XEリリース 3.12Sの場合、ファイアウォールでサポートされるのは拡張オブジェクト
グループ ACLのみです。

ファイアウォールで設定されたオブジェクトグループには、次の機能が有効です。

•スタティックおよびダイナミックネットワークアドレス変換（NAT）

•サービスNAT（ip nat serviceコマンドで設定された標準外の FTPポート番号をサポートする
NAT）

• FTPアプリケーション層ゲートウェイ（ALG）

• Session Initiation Protocol（SIP）ALG

クラスマップには、match access-groupコマンドを使用して最大 64のマッチングステートメント
を設定できます。

ネットワークオブジェクトグループで許可されるオブジェクト

ネットワークオブジェクトグループは、次のいずれかのオブジェクトのグループです。

•ホスト IPアドレス

•グループメンバーのネットワークアドレス

•ネストされたオブジェクトグループ

サービスオブジェクトグループで許可されるオブジェクト

サービスオブジェクトグループは、次のいずれかのオブジェクトのグループです。

•送信元および宛先プロトコルポート（Telnetや SimpleNetworkManagement Protocol（SNMP）
など）

• Internet Control Message Protocol（ICMP）タイプ（エコー、エコー応答、ホスト到達不能な
ど）

•トップレベルプロトコル（Encapsulating Security Payload（ESP）、TCP、UDPなど）

•その他のサービスオブジェクトグループ
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オブジェクトグループに基づく ACL
従来のアクセスコントロールリスト（ACL）を使用または参照する機能はすべて、オブジェクト
グループベースのACLと互換性があり、従来のACLの機能インタラクションはオブジェクトグ
ループベースACLと同じです。この機能により、オブジェクトグループベースのACLをサポー
トできるように従来のACLが拡張され、新しいキーワードと、送信元アドレス、宛先アドレス、
送信元ポート、および宛先ポートが追加されます。

オブジェクトグループメンバーシップリストでは、（オブジェクトグループを削除および再定

義せずに）オブジェクトを動的に追加、削除、または変更できます。また、オブジェクトグルー

プメンバーシップリストでは、オブジェクトグループを使用する ACLアクセスコントロール
エントリ（ACE）を再定義せずに、オブジェクトを追加、削除、または変更できます。グループ
にオブジェクトを追加してから、グループからオブジェクトを削除することで、ACLをインター
フェイスに再適用せずに、オブジェクトグループベースの ACL内で変更が正しく機能すること
を確認できます。

ソースグループのみ、宛先グループのみ、またはソースグループと宛先グループの両方を使用し

て、オブジェクトグループベースの ACLを複数回設定できます。

ACL内またはクラスベースポリシー言語（CPL）ポリシー内で使用されているオブジェクトグ
ループは削除できません。

オブジェクトグループ ACL のガイドライン
•オブジェクトグループには、固有の名前が必要となります。例として、「Engineering」とい
う名前のネットワークオブジェクトグループと「Engineering」という名前のサービスオブ
ジェクトグループを作成するとします。この場合、少なくとも 1つのオブジェクトグルー
プ名に識別子（またはタグ）を追加して、その名前を固有のものにする必要があります。た

とえば、「Engineering-admins」と「Engineering-hosts」という名前を使用すると、オブジェク
トグループの名前を固有のものにして識別しやすくすることができます。

•既存のオブジェクトグループに、さらにオブジェクトを追加することができます。オブジェ
クトグループを追加した後、同じグループ名で必要に応じてさらにオブジェクトを追加でき

ます。既存のオブジェクトを再入力する必要はありません。オブジェクトグループを削除す

るまで以前の設定がそのまま保持されます。

•さまざまなオブジェクトをグループ化することができます。たとえば、ホスト、プロトコ
ル、サービスなどのオブジェクトがグループ化され、同じグループ名で設定できます。ネッ

トワークオブジェクトは、ネットワークオブジェクトグループでのみ定義し、サービスオ

ブジェクトはサービスグループでのみ定義できます。

• object-groupコマンドでグループを定義した後に任意のセキュリティアプライアンスコマン
ドを使用すると、そのコマンドはそのグループの各項目に適用されます。この機能を使用す

ると、コンフィギュレーションのサイズを大幅に削減できます。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

506

ACL のオブジェクトグループ
オブジェクトグループに基づく ACL



ACL のオブジェクトグループの設定方法
ACLのオブジェクトグループを設定するには、最初に 1つ以上のオブジェクトグループを作成
します。作成するオブジェクトグループは、ネットワークオブジェクトグループ（ホストアド

レスやネットワークアドレスなどのオブジェクトが含まれるグループ）またはサービスオブジェ

クトグループ（ポート番号に lt、eq、gt、neq、rangeなどの演算子を使用するグループ）を任意
に組み合わせることができます。オブジェクトグループを作成した後、それらのグループにポリ

シー（許可または拒否など）を適用するアクセスコントロールエントリ（ACE）を作成します。

ネットワークオブジェクトグループの作成

単一のオブジェクト（単一の IPアドレス、ホスト名、別のネットワークオブジェクトグループ、
またはサブネットなど）またはネストされたオブジェクト（単一のネットワークオブジェクトグ

ループ内に複数のネットワークオブジェクトグループを定義できます）には、オブジェクトのア

クセス制御ポリシーを作成するための、ネットワークオブジェクトグループベース ACLが関連
付けられています。

ネットワークオブジェクトグループを作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. object-groupnetworkobject-group-name
4. descriptiondescription-text
5. host{host-address | host-name}
6. network-address {/nn | network-mask}
7. group-objectnested-object-group-name
8. オブジェクトグループのベースとなるオブジェクトを指定するまで、手順を繰り返します。
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：

Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

オブジェクトグループ名を定義し、ネットワークオブジェクト

グループコンフィギュレーションモードを開始します。

object-groupnetworkobject-group-name

例：

Device(config)# object-group
network my-network-object-group

ステップ 3   

（オプション）オブジェクトグループの説明を指定します。descriptiondescription-text

例：

Device(config-network-group)#
description test engineers

ステップ 4   

•最大 200文字を使用できます。

（オプション）ホストの IPアドレスまたは名前を指定します。host{host-address | host-name}

例：

Device(config-network-group)# host
209.165.200.237

ステップ 5   

•ホストアドレスを指定する場合、IPv4アドレスを使用する
必要があります。

（オプション）サブネットオブジェクトを指定します。network-address {/nn | network-mask}

例：

Device(config-network-group)#
209.165.200.241 255.255.255.224

ステップ 6   

•ネットワークアドレスには IPv4アドレスを指定する必要
があります。デフォルトのネットワークマスクは

255.255.255.255です。

（オプション）現在の（親）オブジェクトグループに含めるネ

ストされた（子）オブジェクトグループを指定します。

group-objectnested-object-group-name

例：

Device(config-network-group)#
group-object my-nested-object-group

ステップ 7   

•子オブジェクトグループのタイプは親のタイプと一致して
いる必要があります（たとえば、ネットワークオブジェク

トグループを作成する場合、子として別のネットワーク

オブジェクトグループを指定する必要があります）。

•グループオブジェクト内で重複するオブジェクトの使用
は、オブジェクトグループのネストによってのみ可能で

す。たとえば、オブジェクト 1がグループ Aとグループ B
の両方に含まれる場合、AとBの両方を含むグループCを
定義できます。ただし、グループ階層の循環を引き起こす

グループオブジェクトを含めることはできません（たとえ

ば、グループ Aをグループ Bに含め、次にグループ Bを
グループ Aに含めることはできません）。
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目的コマンドまたはアクション

•ネストされたオブジェクトグループのレベルの数は無制限
に使用できます（ただし、最大 2つのレベルを推奨しま
す）。

—オブジェクトグループのベースとな

るオブジェクトを指定するまで、手

順を繰り返します。

ステップ 8   

ネットワークオブジェクトグループコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

Device(config-network-group)# end

ステップ 9   

サービスオブジェクトグループの作成

TCPまたは UDPポートまたはポート範囲を指定するにはサービスオブジェクトグループを使用
します。サービスオブジェクトグループがアクセスコントロールリスト（ACL）に関連付けら
れると、このサービスオブジェクトグループベースの ACLはポートへのアクセスを制御できま
す。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. object-groupserviceobject-group-name
4. descriptiondescription-text
5. protocol
6. {tcp | udp | tcp-udp} [source {{[eq] | lt | gt} port1 | range port1 port2}] [{[eq] | lt | gt} port1 | range

port1 port2]
7. icmpicmp-type
8. group-objectnested-object-group-name
9. 手順を繰り返して、オブジェクトグループのベースとなるオブジェクトを指定します。
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

オブジェクトグループ名を定義し、サービスオブジェクト

グループコンフィギュレーションモードを開始します。

object-groupserviceobject-group-name

例：

Device(config)# object-group service
my-service-object-group

ステップ 3   

（オプション）オブジェクトグループの説明を指定します。descriptiondescription-text

例：

Device(config-service-group)#
description test engineers

ステップ 4   

•最大 200文字を使用できます。

（オプション）IPプロトコルの番号または名前を指定しま
す。

protocol

例：

Device(config-service-group)# ahp

ステップ 5   

（オプション）TCP、UDP、または両方を指定します。{tcp | udp | tcp-udp} [source {{[eq] | lt |
gt} port1 | range port1 port2}] [{[eq] | lt |
gt} port1 | range port1 port2]

ステップ 6   

例：

Device(config-service-group)# tcp-udp
range 2000 2005

（オプション）Internet ControlMessage Protocol（ICMP）タイ
プの 10進数または名前を指定します。

icmpicmp-type

例：

Device(config-service-group)# icmp
conversion-error

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（オプション）現在の（親）オブジェクトグループに含める

ネストされた（子）オブジェクトグループを指定します。

group-objectnested-object-group-name

例：

Device(config-service-group)#
group-object my-nested-object-group

ステップ 8   

•子オブジェクトグループのタイプは親のタイプと一致し
ている必要があります（たとえば、ネットワークオブ

ジェクトグループを作成する場合、子として別のネット

ワークオブジェクトグループを指定する必要がありま

す）。

•グループオブジェクト内で重複するオブジェクトの使用
は、オブジェクトグループのネストによってのみ可能で

す。たとえば、オブジェクト1がグループAとグループ
Bの両方に含まれる場合、AとBの両方を含むグループ
Cを定義できます。ただし、グループ階層の循環を引き
起こすグループオブジェクトを含めることはできません

（たとえば、グループ Aをグループ Bに含め、次にグ
ループ Bをグループ Aに含めることはできません）。

•ネストされたオブジェクトグループのレベルの数は無制
限に使用できます（ただし、最大 2つのレベルを推奨し
ます）。

—手順を繰り返して、オブジェクトグ

ループのベースとなるオブジェクトを

指定します。

ステップ 9   

サービスオブジェクトグループコンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

Device(config-service-group)# end

ステップ 10   

オブジェクトグループベース ACL の作成
オブジェクトグループベースのアクセスコントロールリスト（ACL）を作成する場合、1つ以
上のオブジェクトグループを参照する ACLを設定します。従来の ACEと同様に、同じアクセス
ポリシーを 1つまたは複数のインターフェイスと関連付けることができます。

同じオブジェクトグループベース ACL内のオブジェクトグループを参照する、複数のアクセス
コントロールエントリ（ACE）を定義できます。また、複数のACEで特定のオブジェクトグルー
プを再利用できます。

オブジェクトグループベース ACLを作成するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. ipaccess-listextendedaccess-list-name
4. remarkremark
5. denyprotocolsource [source-wildcard] destination [destination-wildcard] [optionoption-name]

[precedenceprecedence] [tostos] [established] [log | log-input] [time-rangetime-range-name] [fragments]
6. remarkremark
7. permitprotocolsource [source-wildcard] destination [destination-wildcard] [optionoption-name]

[precedenceprecedence] [tostos] [established] [log | log-input] [time-rangetime-range-name] [fragments]
8. 手順を繰り返して、アクセスリストのベースとなるフィールドと値を指定します。
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：

Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

名前を使用して拡張 IPアクセスリストを定義し、拡張アクセスリス
トコンフィギュレーションモードを開始します。

ipaccess-listextendedaccess-list-name

例：

Device(config)# ip access-list
extended nomarketing

ステップ 3   

（任意）設定されたアクセスリストエントリに関するコメントを追加

します。

remarkremark

例：

Device(config-ext-nacl)# remark

ステップ 4   

•注釈はアクセスリストエントリの前または後に指定できます。

•この例では、注釈によって、後続のエントリがインターフェイス
に対するMarketingネットワークアクセスを拒否することをネッ
トワーク管理者に示します。

protect server by denying access
from the Marketing network
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ステートメントに指定されたすべての条件に一致するすべて

のパケットを拒否します。

denyprotocolsource [source-wildcard]
destination [destination-wildcard]
[optionoption-name]

ステップ 5   

•必要に応じて、object-groupservice-object-group-nameキーワード
および引数を、protocol.引数の代わりに使用します。

[precedenceprecedence] [tostos]
[established] [log | log-input]
[time-rangetime-range-name]
[fragments] •必要に応じて、object-groupsource-network-object-group-nameキー

ワードおよび引数を、sourcesource-wildcard.引数の代わりに使用
します。例：

Device(config-ext-nacl)# deny ip •必要に応じて、object-groupdestination-network-object-group-name
キーワードおよび引数を、destinationdestination-wildcard.引数の代
わりに使用します。

209.165.200.244 255.255.255.224
host 209.165.200.245 log

• source-wildcardまたは destination-wildcardを省略すると、0.0.0.0
のワイルドカードマスクが想定され、それぞれ送信元アドレスま

たは宛先アドレスの全ビットへの一致を意味します。

•必要に応じて、anyキーワードを、sourcesource-wildcardまたは
destinationdestination-wildcardの代わりに使用してアドレスと0.0.0.0
255.255.255.255のワイルドカードを指定します。

•必要に応じて、hostsourceキーワードおよび引数を使用して送信
元と source 0.0.0.0の送信元ワイルドカードを示し、hostdestination
キーワードおよび引数を使用して宛先と destination 0.0.0.0の宛先
ワイルドカードを示します。

•この例では、すべての送信元のパケットは、宛先ネットワーク
209.165.200.244へのアクセスが拒否されます。アクセスリストに
よって許可または拒否されるパケットに関するロギングメッセー

ジは、loggingfacilityコマンドで設定された機能に送信されます
（たとえば、コンソール、端末、syslog）。つまり、パケットが
アクセスリストに一致する場合は常に、パケットに関する情報を

提供するロギングメッセージが設定された設備に送信されます。

コンソールに記録されるメッセージのレベルは loggingconsoleコ
マンドで制御されます。

（任意）設定されたアクセスリストエントリに関するコメントを追加

します。

remarkremark

例：

Device(config-ext-nacl)# remark

ステップ 6   

•注釈はアクセスリストエントリの前または後に指定できます。

allow TCP from any source to any
destination

ステートメントに指定されたすべての条件に一致するすべてのパケッ

トを許可します。

permitprotocolsource
[source-wildcard] destination
[destination-wildcard]

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

•各アクセスリストには、少なくとも 1つの permitステートメント
が必要です。

[optionoption-name]
[precedenceprecedence] [tostos]
[established] [log | log-input]

•必要に応じて、object-groupservice-object-group-nameキーワード
および引数を、protocolの代わりに使用します。

[time-rangetime-range-name]
[fragments]

例：

Device(config-ext-nacl)# permit
tcp any any

•必要に応じて、object-groupsource-network-object-group-name キー
ワードおよび引数を、sourcesource-wildcardの代わりに使用しま
す。

•必要に応じて、object-groupdestination-network-object-group-name
キーワードおよび引数を、destinationdestination-wildcardの代わり
に使用します。

• source-wildcardまたは destination-wildcardを省略すると、0.0.0.0
のワイルドカードマスクが想定され、それぞれ送信元アドレスま

たは宛先アドレスの全ビットへの一致を意味します。

•必要に応じて、anyキーワードを、sourcesource-wildcardまたは
destinationdestination-wildcardの代わりに使用してアドレスと0.0.0.0
255.255.255.255のワイルドカードを指定します。

•この例では、任意の送信元から任意の宛先へのTCPパケットが許
可されています。

• log-inputキーワードを使用して、ロギング出力に入力インター
フェイス、送信元MACアドレス、または仮想回線を含めます。

明示的に許可されていないすべての送信元は、アクセスリストの末尾

にある暗黙的な denyステートメントで拒否されます。
手順を繰り返して、アクセスリス

トのベースとなるフィールドと値

を指定します。

ステップ 8   

拡張アクセスリストコンフィギュレーションモードを終了し、特権

EXECモードに戻ります。
end

例：

Device(config-ext-nacl)# end

ステップ 9   
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オブジェクトグループのクラスマップとポリシーマップの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. class-map type inspect match-all class-map-name
4. match access-group name access-list-name
5. exit
6. policy-map type inspect policy-map-name
7. class type inspect class-map-name
8. pass
9. exit
10. class class-default
11. drop
12. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 3およびレイヤ 4の検査タイプクラスマップを作
成し、クラスマップコンフィギュレーションモードを開

始します。

class-map type inspect match-all
class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-all ogacl-cmap

ステップ 3   

指定された ACLに基づいて、クラスマップの一致基準
を設定します。

match access-group name access-list-name

例：
Device(config-cmap)# match
access-group name my-ogacl-policy

ステップ 4   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

検査タイプポリシーマップを作成して、ポリシーマップ

コンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect ogacl-pmap

ステップ 6   

アクションを実行する対象のトラフィッククラスを指定

し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

class type inspect class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect ogacl-cmap

ステップ 7   

検査なしでパケットをデバイスに送信できるようにしま

す。

pass

例：
Device(config-pmap-c)# pass

ステップ 8   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード

を終了し、ポリシーマップコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 9   

ポリシーを設定または変更するデフォルトクラスを指定

し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

class class-default

例：
Device(config-pmap)# class
class-default

ステップ 10   

デバイスに送信されるパケットをドロップします。drop

例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 11   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 12   

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

516

ACL のオブジェクトグループ
オブジェクトグループのクラスマップとポリシーマップの設定



オブジェクトグループのゾーンの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone security zone-name
4. exit
5. zone security zone-name
6. exit
7. interface type number
8. zone-member security zone-name
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

zone security zone-name

例：
Device(config)# zone security
outside

ステップ 3   

•送信元ゾーンと宛先ゾーンという、ゾーンペアを作成す
るための 2つのセキュリティゾーンが必要です。

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

zone security zone-name

例：
Device(config)# zone security
inside

ステップ 5   

•送信元ゾーンと宛先ゾーンという、ゾーンペアを作成す
るための 2つのセキュリティゾーンが必要です。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 7   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチします。zone-member security zone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security inside

ステップ 8   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 9   

オブジェクトグループのゾーンペアへのポリシーマップの適用

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. zone-pair security zone-pair-name source {zone-name | default | self} destination {zone-name | default

| self}
4. service-policy type inspect policy-map-name
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

zone-pair security zone-pair-name source
{zone-name | default | self} destination
{zone-name | default | self}

ステップ 3   

例：
Device(config)# zone-pair security
out-to-in source outside destination inside

ファイアウォールポリシーマップをセキュリティ

ゾーンペアにアタッチします。

service-policy type inspect policy-map-name

例：
Device(conf-sec-zone-pair)# service-policy
type inspect ogacl-pmap

ステップ 4   

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

end

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 5   

ACL のオブジェクトグループの確認

手順の概要

1. イネーブル化
2. showobject-group [object-group-name]
3. showipaccess-list [access-list-name]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：

Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

名前付きまたは番号付きオブジェクトグループ（名前が入力

されていない場合はすべてのオブジェクトグループ）の設定

を表示します。

showobject-group [object-group-name]

例：

Device# show object-group
my-object-group

ステップ 2   

名前付きまたは番号付きアクセスリストまたはオブジェクト

グループベース ACL（名前が入力されていない場合はすべ
showipaccess-list [access-list-name]

例：

Device# show ip access-list
my-ogacl-policy

ステップ 3   

てのアクセスリストおよびオブジェクトグループベース

ACL）の内容を表示します。

ACL 用オブジェクトグループの設定例

例：ネットワークオブジェクトグループの作成

次に、2つのホストと 1つのサブネットをオブジェクトとして含む、my-network-object-groupとい
う名前のネットワークオブジェクトグループを作成する例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# object-group network my-network-object-group
Device(config-network-group)# description test engineers
Device(config-network-group)# host 209.165.200.237
Device(config-network-group)# host 209.165.200.238

Device(config-network-group)# 209.165.200.241 255.255.255.224
Device(config-network-group)# end

次に、2つのホスト、1つのサブネット、および my-nested-object-groupという名前の既存のオブ
ジェクトグループ（子）をオブジェクトとして含む、my-company-networkという名前のネット
ワークオブジェクトグループを作成する例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# object-group network my-company-network
Device(config-network-group)# host host1
Device(config-network-group)# host 209.165.200.242
Device(config-network-group)# 209.165.200.225 255.255.255.224
Device(config-network-group)# group-object my-nested-object-group
Device(config-network-group)# end
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例：サービスオブジェクトグループの作成

次に、複数の ICMP、TCP、UDP、および TCP-UDPプロトコルとmy-nested-object-groupという名
前の既存のオブジェクトグループをオブジェクトとして含む、my-service-object-groupという名前
のサービスオブジェクトグループを作成する例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# object-group service my-service-object-group
Device(config-service-group)# icmp echo
Device(config-service-group)# tcp smtp
Device(config-service-group)# tcp telnet
Device(config-service-group)# tcp source range 1 65535 telnet
Device(config-service-group)# tcp source 2000 ftp
Device(config-service-group)# udp domain
Device(config-service-group)# tcp-udp range 2000 2005
Device(config-service-group)# group-object my-nested-object-group
Device(config-service-group)# end

例：オブジェクトグループベースの ACL の作成
次に、プロトコルポートが my-service-object-groupで指定されたポートと一致する場合に、
my-network-object-group内のユーザからのパケットを許可する object-group-based ACLを作成する
例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip access-list extended my-ogacl-policy
Device(config-ext-nacl)# permit object-group my-service-object-group object-group
my-network-object-group any
Device(config-ext-nacl)# deny tcp any any
Device(config-ext-nacl)# end

例：オブジェクトグループのクラスマップとポリシーマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect match-all ogacl-cmap
Device(config-cmap)# match access-group name my-ogacl-policy
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect ogacl-pmap
Device(config-pmap)# class type inspect ogacl-cmap
Device(config-pmap-c)# pass
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
Device(config-pmap-c)# end

例：オブジェクトグループのゾーンの設定
Device# configure terminal
Device(config)# zone security outside
Device(config-sec-zone)# exit

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

521

ACL のオブジェクトグループ
例：サービスオブジェクトグループの作成



Device(config)# zone security inside
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security out-to-in source outside destination inside
Device(conf-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# zone-member security inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/0
Device(config-if)# zone-member security outside
Device(config-if)# end

例：オブジェクトグループのゾーンペアへのポリシーマップの適用
Device# configure terminal
Device(config)# zone-pair security out-to-in source outside destination inside
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect ogacl-pmap
Device(config-sec-zone-pair)# end

例：ACL 用オブジェクトグループの確認
次に、すべてのオブジェクトグループを表示する例を示します。

Device# show object-group

Network object group auth-proxy-acl-deny-dest
host 209.165.200.235
Service object group auth-proxy-acl-deny-services
tcp eq www
tcp eq 443
Network object group auth-proxy-acl-permit-dest
209.165.200.226 255.255.255.224
209.165.200.227 255.255.255.224
209.165.200.228 255.255.255.224
209.165.200.229 255.255.255.224
209.165.200.246 255.255.255.224
209.165.200.230 255.255.255.224
209.165.200.231 255.255.255.224
209.165.200.232 255.255.255.224
209.165.200.233 255.255.255.224
209.165.200.234 255.255.255.224
Service object group auth-proxy-acl-permit-services
tcp eq www
tcp eq 443

次に、特定の object-group-based ACLに関する情報を表示する例を示します。

Device# show ip access-list my-ogacl-policy

Extended IP access list my-ogacl-policy
10 permit object-group eng_service any any
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ACL 用オブジェクトグループに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

『Security Configuration Guide: Access Control Lists』ACL設定ガイド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントの

Webサイトではリソースをオンラインで提供
しており、マニュアル、ソフトウェア、およ

びツールをダウンロードできます。これらの

リソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために

使用してください。このWebサイト上のツー
ルにアクセスする際は、Cisco.comのログイ
ン IDおよびパスワードが必要です。

ACL 用オブジェクトグループに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 37：ACL 用オブジェクトグループに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ACL用オブジェクトグループ機能を使用すれ
ば、ユーザ、デバイス、またはプロトコルをグ

ループに分類して、それらをアクセスコント

ロールリスト（ACL）に適用し、そのグループ
用のアクセスコントロールポリシーを作成する

ことができます。この機能は、複数のアクセス

コントロールエントリ（ACE）を許可します
が、各ACEを使用して、ユーザのグループ全体
に対してサーバまたはサービスのグループへの

アクセスを許可または禁止できます。オブジェ

クトグループ ACLをゾーンベースファイア
ウォールと一緒に使用できます。

次のコマンドが導入または変更されました。

deny、ip access-group、ip access-list、
object-group network、object-group service、
permit、show ip access-list、および show
object-group。

Cisco IOS XEリリース
3.12S

ACLのオブジェクト
グループ

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

524

ACL のオブジェクトグループ
ACL 用オブジェクトグループに関する機能情報

http://www.cisco.com/go/cfn


第 28 章

Cisco ファイアウォール SIP 機能拡張 ALG

CiscoXEファイアウォールの強化されたSession Initiation Protocol（SIP）インスペクションには、
基本的な SIP検査機能（SIPパケットインスペクションとピンホールのオープン）に加え、プロ
トコル準拠機能とアプリケーションセキュリティ機能があります。これらの機能拡張によって、

SIPトラフィックおよび機能に適用するポリシーとセキュリティチェックを制御し、不要なメッ
セージやユーザを除外できます。

Cisco IOS XEソフトウェアで追加の SIP機能を開発することで、Cisco Call Manage、Cisco Call
Manager Express、および Cisco IP-IP Gatewayベースの音声/ビデオシステムのサポートが改善さ
れます。また、アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）SIPの機能拡張では、RFC 3261
とその拡張もサポートされています。

• 機能情報の確認, 525 ページ

• Ciscoファイアウォール SIP拡張機能 ALGの前提条件, 526 ページ

• Ciscoファイアウォール SIP拡張機能 ALGに関する制約事項, 526 ページ

• Ciscoファイアウォール SIP拡張機能 ALGについて, 526 ページ

• Ciscoファイアウォール SIP拡張機能 ALGの設定方法, 529 ページ

• シスコファイアウォール SIP拡張機能：ALGの設定例, 533 ページ

• シスコファイアウォール SIP拡張機能：ALGに関する追加情報, 534 ページ

• Ciscoファイアウォール SIP拡張機能：ALGに関する機能情報, 535 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG の前提条件
システムが Cisco IOS XEリリース 2.4以降のリリースを実行している必要があります。

Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG に関する制約事
項

DNS 名前解決

SIPメソッドでは、IPアドレスを直接指定する代わりにドメインネームシステム（DNS）名を使
用できますが、この機能は現在 DNS名をサポートしていません。

Cisco ASR 1000 シリーズルータ

この機能は、Cisco ASR 1000シリーズルータ上のアプリケーションインスペクションおよびコン
トロール（AIC）をサポートせずに実装されました。Cisco IOS XEリリース 2.4でサポートしてい
るコマンドは、class-maptypeinspect、classtypeinspect、matchprotocol、policy-maptypeinspectの
みです。

Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG について

SIP の概要
Session Initiation Protocol（SIP）は、1人または複数の参加者とのセッションを作成、変更、およ
び終了するためのアプリケーション層コントロール（シグナリング）プロトコルです。SIPセッ
ションには、インターネット電話の通話、マルチメディアの配布、マルチメディア会議などがあ

ります。SIPは HTTPのような要求/応答トランザクションモデルに基づいています。各トランザ
クションは、サーバで特定のメソッドまたは関数を呼び出す 1つの要求と 1つ以上の応答で構成
されます。

セッションの作成に使用される SIPの招待は、互換性のあるメディアタイプのセットに参加者が
同意できるセッション記述を伝送しています。SIPは、プロキシサーバと呼ばれる要素を利用し
て、ユーザの所在地への要求のルーティング、サービスのためのユーザ認証および認可、プロバ

イダーのコールルーティングポリシーの実装、およびユーザへの機能提供を行っています。ま

た、SIPには、プロキシサーバから使用できるように、ユーザの所在地をアップロードできる登
録機能があります。SIPは複数のトランスポートプロトコルを基礎として実行されます。
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SIP 用ファイアウォールの機能の説明
SIP用ファイアウォールのサポート機能を使用すると、SIPシグナリング要求は、ゲートウェイ間
の直接伝送によって、または複数のプロキシを介して、宛先ゲートウェイまたは電話に送信でき

ます。最初の要求後に、Record-Routeヘッダーフィールドを使用しない場合、後続の要求は、
Contactヘッダーフィールドに指定されている宛先ゲートウェイアドレスに直接伝送できます。
そのため、ファイアウォールは、周囲のすべてのプロキシとゲートウェイを認識し、次の機能を

使用できます。

• SIPシグナリング応答は、SIPシグナリング要求と同じパスを伝送できます。

•後続のシグナリング要求は、エンドポイント（宛先ゲートウェイ）に直接伝送できます。

•メディアエンドポイントは、相互にデータを交換できます。

SIP UDP および TCP のサポート

RFC 3261は最新の SIPの RFCであり、RFC 2543の置き換えです。この機能は、シグナリングに
SIP UDPと TCP形式をサポートします。

SIP インスペクション
ここでは、Ciscoファイアウォール - SIP ALG拡張機能でサポートされる展開シナリオについて説
明します。

SIP 電話と CCM 間の Cisco IOS XE ファイアウォール

Cisco IOS XEファイアウォールは、Cisco Call Managerまたは Cisco Call Manager Expressと SIP電
話の間にあります。SIP電話はファイアウォールを介して Cisco Call Managerまたは Cisco Call
ManagerExpressに登録され、SIP電話とのすべてのSIPコールはファイアウォールを通過します。

SIP ゲートウェイ間の Cisco IOS XE ファイアウォール

Cisco IOSXEファイアウォールは、2つのSIPゲートウェイ（CiscoCallManager、CiscoCallManager
Express、または SIPプロキシ）の間にあります。電話は SIPゲートウェイに直接登録されます。
ファイアウォールからSIPセッションまたはトラフィックを認識するのは、異なるSIPゲートウェ
イに登録された電話間で SIPコールが存在する場合のみです。シナリオによっては、IP-IPゲート
ウェイをファイアウォールと同じデバイスに設定することもできます。このシナリオでは、SIP
ゲートウェイ間のすべてのコールは IP-IPゲートウェイで終端します。

ローカルの Cisco Call Manager Express とリモートの Cisco Call Manager Express/Cisco Call Manager
を使用する Cisco IOS XE ファイアウォール

Cisco IOSXEファイアウォールは、2つのSIPゲートウェイ（CiscoCallManager、CiscoCallManager
Express、または SIPプロキシ）の間にあります。ゲートウェイの 1つは、ファイアウォールと同
じデバイスで設定されます。このゲートウェイに登録されているすべての電話は、ファイアウォー

ルによってローカルで検査されます。また、2つのゲートウェイ間にSIPコールがある場合、ファ
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イアウォールによってその SIPセッションも検査されます。このシナリオでは、ファイアウォー
ルの一方では SIP電話がローカルで検査され、もう一方では SIPゲートウェイが検査されます。

ローカルの Cisco Call Manager Express を使用する Cisco IOS XE ファイアウォール

Cisco IOS XEファイアウォールと Cisco Call Manager Expressは、同じデバイスで設定されます。
CiscoCallManagerExpressに登録されているすべての電話は、ファイアウォールによってローカル
で検査されます。また、登録されている任意の電話間で行われるSIPコールも、Cisco IOSXEファ
イアウォールによって検査されます。

ALG--SIP Over TCP の拡張機能
SIPがUDPを介して転送されると、すべての SIPメッセージが 1つのUDPデータグラムで送信さ
れます。ただし、SIPがTCPを介して転送されると、1つのTCPセグメントに複数のSIPメッセー
ジが含まれることがあります。また、いずれかの TCPセグメント内の最後の SIPメッセージが部
分的なメッセージである可能性があります。Cisco IOS XEリリース 3.5S以前では、受信した 1つ
の TCPセグメント内に複数の SIPメッセージがある場合、SIP ALGは最初のメッセージだけを解
析します。解析されないデータは 1つの不完全な SIPメッセージと見なされ、vTCPに戻されま
す。次の TCPセグメントを受信すると、vTCPは未処理データをそのセグメントの前に置き、そ
れらを SIP ALGに渡すため、vTCPでバッファする必要があるデータが増えていきます。

Cisco IOS XEリリース 3.5Sでは、ALG--SIP over TCP機能拡張機能により、SIP ALGは 1つの TCP
セグメント内の複数の SIPメッセージを処理できます。TCPセグメントを受信すると、このセグ
メント内のすべての完全なSIPメッセージは、1つずつ解析されます。最終的に不完全なメッセー
ジがある場合、その部分だけが vTCPに戻されます。
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Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG の設定方法

SIP インスペクションの有効化

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. exit
6. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
7. classtypeinspectclass-map-name
8. inspect
9. exit
10. classclass-default
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

検査タイプクラスマップを作成し、クラスマップコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sip-class1

ステップ 3   

名前付きプロトコルに基づいてクラスマップの一致

基準を設定します。

matchprotocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol sip

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 5   

検査タイプポリシーマップを作成し、ポリシーマッ

プコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
sip-policy

ステップ 6   

アクションを実行するクラスを指定し、ポリシーマッ

プクラスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

classtypeinspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
sip-class1

ステップ 7   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブ

ルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 8   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 9   

これらのポリシーマップ設定が事前に定義したデフォ

ルトクラスに適用されることを指定します。

classclass-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 10   

•設定済みクラスマップの一致基準のいずれとも
トラフィックが一致しない場合、事前に定義さ

れたデフォルトクラスに誘導されます。

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-pmap)# end

ステップ 11   

トラブルシューティングのヒント

SIP対応のファイアウォール設定の問題を解決するには、次のコマンドを使用できます。

• clearzone-pair

• debugcce
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• debugpolicy-maptypeinspect

• showpolicy-maptypeinspectzone-pair

• showzone-pairsecurity

ゾーンペアの設定と SIP ポリシーマップのアタッチ

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. zonesecurity {zone-name | default}
4. exit
5. zonesecurity {zone-name | default}
6. exit
7. zone-pairsecurityzone-pair-name [source {source-zone-name | self | default} destination

[destination-zone-name | self | default]]
8. service-policytypeinspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetypenumber
11. zone-membersecurityzone-name
12. exit
13. interfacetypenumber
14. zone-membersecurityzone-name
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security zone2

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

zone-pairsecurityzone-pair-name [source
{source-zone-name | self | default}
destination [destination-zone-name | self |
default]]

ステップ 7   

ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定する

必要があります。

（注）

例：
Device(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾーンペアに付加

します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
sip-policy

ステップ 8   

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、

トラフィックはデフォルトでドロップされます。

（注）

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone1

ステップ 11   

インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバー

にした場合、そのインターフェイスを通して送受

信されるすべてのトラフィックは、デフォルトで

ドロップされます（ただしデバイス宛のトラフィッ

クとデバイス発のトラフィックを除く）。トラ

フィックがインターフェイス通過するには、ゾー

ンをポリシーの適用先のゾーンペアの一部にする

必要があります。ポリシーがトラフィックを許可

すると、トラフィックはそのインターフェイスを

通過できます。

（注）

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 12   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 13   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone2

ステップ 14   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 15   

シスコファイアウォール SIP 拡張機能：ALG の設定例

例：SIP インスペクションの有効化
class-map type inspect match-any sip-class1
match protocol sip
!
policy-map type inspect sip-policy
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class type inspect sip-class1
inspect

!
class class-default

例：ゾーンペアの設定と SIP ポリシーマップのアタッチ
zone security zone1
!
zone security zone2
!
zone-pair security in-out source zone1 destination zone2
service-policy type inspect sip-policy
!
interface gigabitethernet 0/0/0
zone security zone1
!
interface gigabitethernet 0/1/1
zone security zone2

シスコファイアウォール SIP 拡張機能：ALG に関する追
加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド

『Guide to Cisco Systems VoIP Infrastructure
Solution for SIP』

追加の SIP情報

vTCP for ALGサポートvTCPのサポート
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

『SIP: Session Initiation Protocol』RFC 3261

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能：ALG に関する機能
情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 38：Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能：ALG に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ALG--SIP over TCP拡張機能
は、SIP ALGで 1つの TCPセ
グメント内の複数の SIPメッ
セージを処理できるようにしま

す。TCPセグメントを受信する
と、このセグメント内のすべて

の完全な SIPメッセージは、1
つずつ解析されます。最終的に

不完全なメッセージがある場

合、その部分だけが vTCPに戻
されます。

Cisco IOS XEリリース 3.5SALG--SIP over TCPの拡張機能

Ciscoファイアウォール--SIP
ALG拡張機能は、Cisco ASR
1000シリーズルータ上の
Cisco IOS XEソフトウェアの
ファイアウォール機能セットに

含まれる音声セキュリティ機能

を拡張します。

Cisco ASR 1000シリーズルー
タでは、次のコマンドがレイヤ

7（アプリケーション固有）構
文のサポートなしで実装されま

した。classtypeinspect、
class-maptypeinspect、
matchprotocol、
policy-maptypeinspect。

Cisco IOS XEリリース 2.4Ciscoファイアウォール--SIP
ALG拡張機能

T.38 Fax Relay用のファイア
ウォール--SIP ALG拡張機能
は、Cisco ASR 1000シリーズ
ルータ上の Cisco IOS XEソフ
トウェアのファイアウォール機

能セットに含まれる機能を拡張

します。

この機能は、SIPALGで、Cisco
ASR 1000シリーズルータ上の
ファイアウォールを通過する

T.38 Fax Relay over IPをサポー
トできるようにします。

Cisco IOS XEリリース 2.4.1T.38 Fax Relay用のファイア
ウォール--SIP ALG拡張機能
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第 29 章

ファイアウォールと NAT に対する MSRPC
ALG サポート

ファイアウォールおよび NAT対応のMSRPC ALGサポート機能により、ファイアウォールにお
けるMicrosoft（MS）リモートプロシージャコール（RPC）アプリケーションレベルゲートウェ
イ（ALG）のサポート、およびネットワークアドレス変換（NAT）のサポートが提供されます。
MSRPC ALGは、MSRPCプロトコルのディープパケットインスペクション（DPI）を実行しま
す。MSRPC ALGはプロビジョニングシステムと連動して、ネットワーク管理者がMSRPCパ
ケットで検索可能な一致基準を定義するマッチングフィルタを設定できるようにします。

MSRPC ALGはさらに、Virtual Transport Control Protocol（vTCP）機能もサポートします。vTCP
機能は、TCPセグメンテーションを適切に処理し、Cisco IOSZone-Basedファイアウォール、ネッ
トワークアドレス変換（NAT）、およびその他のアプリケーションでセグメントを解析するた
めの各種 ALGプロトコルに対応するフレームワークを提供します。

• ファイアウォールと NATに対するMSRPC ALGサポートに関する前提条件, 540 ページ

• ファイアウォールと NATに対するMSRPC ALGサポートに関する制約事項, 540 ページ

• ファイアウォールと NATに対するMSRPC ALGサポートに関する情報, 540 ページ

• ファイアウォールと NATに対するMSRPC ALGサポートの設定方法, 543 ページ

• ファイアウォールと NATに対するMSRPC ALGサポートの設定例, 549 ページ

• ファイアウォールと NATに対するMSRPC ALGサポートに関する追加情報, 550 ページ

• ファイアウォールと NATに対するMSRPC ALGサポートに関する機能情報, 551 ページ

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

539



ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
に関する前提条件

•パケットにMicrosoft（MS）リモートプロシージャコール（RPC）アプリケーションレベル
ゲートウェイ（ALG）を適用する前に、Cisco IOSXEファイアウォールとネットワークアド
レス変換（NAT）を有効にする必要があります。

トラフィックが Cisco IOS XEファイアウォールと NATのどちらかまたはその両方によって
TCPポート 135に送信される場合は、MSRPC ALGが自動的に有効になります。

（注）

ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
に関する制約事項

• TCPベースのMSRPCのみがサポートされます。

• allowコマンドと resetコマンドを一緒に設定することはできません。

• DPIのために match protocol msrpcコマンドを設定する必要があります。

•宛先ポート 135に到達したトラフィックのみがサポートされます。この設定はコンフィギュ
レーションで変更できます。

ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
に関する情報

アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションレイヤゲートウェイとも
呼ばれ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーショ
ンです。ALGは、アプリケーションレイヤプロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネッ
トワークアドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクション
は、ファイアウォールおよびNATの設定に応じて次の 1つまたは複数のアクションになります。

•クライアントアプリケーションが、ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用してサーバ
アプリケーションと通信できるようにします。
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•アプリケーション固有のコマンドを認識し、これらのコマンドに対するきめ細かいセキュリ
ティ制御を提供します。

•データ交換を行う 2つのホスト間の複数のデータストリームまたはデータセッションを同
期します。

•アプリケーションペイロードで使用できるネットワーク層アドレス情報を変換します。

ファイアウォールがピンホールを開き、アプリケーションレイヤデータストリームの送信元 IP
アドレスおよび宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックに対する変換サービ
スをNATが実行します。IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションに
は ALGのサポートが必要です。

MSRPC
MSRPCとは、開発者が一連のアプリケーションとサービスをサーバおよび企業にパブリッシュす
るために使用するフレームワークのことです。RPCはプロセス間通信技術であり、クライアント
とサーバソフトウェアがネットワーク経由で通信することを可能にします。MSRPCはアプリケー
ション層プロトコルで、多岐にわたるMicrosoftアプリケーションで使用されています。MSRPC
は、多種多様なトランスポートプロトコルでコネクション型（CO）およびコネクションレス型
（CL）の両方の分散コンピューティング環境（DCE）RPCモードをサポートしています。MSRPC
のすべてのサービスは、プライマリ接続と呼ばれる初期セッションを確立します。MSRPCの一部
のサービスは、1024～ 65535のポート範囲を宛先ポートとするセカンダリセッションを確立しま
す。

ファイアウォールと NATが有効にされる時点でMSRPCを機能させるには、MSRPCパケットの
インスペクションに加え、ALGがダイナミックファイアウォールセッションの確立や NAT後の
パケットコンテンツの修正などのMSRPC固有の問題を処理する必要があります。

MSRPCプロトコルインスペクションを適用することで、ほとんどのMSRPCサービスがサポート
され、レイヤ 7ポリシーフィルタの必要がなくなります。

ファイアウォールでの MSRPC ALG
MSRPCプロトコルを検査するようにファイアウォールを設定すると、MSRPC ALGがMSRPC
メッセージの解析を開始します。次の表に、ファイアウォールおよびNAT機能のMSRPCALGで
サポートされるプロトコルデータユニット（PDU）のタイプを記載します。

表 39：サポートされる PDU タイプ

説明タイプ番号PDU

コール要求を開始します。call0REQUEST

コール要求に応答します。call2RESPONSE
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説明タイプ番号PDU

RPCランタイム、RPCスタブ、ま
たは RPC固有の例外を示します。

call3FAULT

本文データのプレゼンテーション

ネゴシエーションを開始します。

アソシエーショ

ン

11BIND

バインド要求を受け入れます。アソシエーショ

ン

12BIND_ACK

アソシエーション要求を拒否しま

す。

アソシエーショ

ン

13BIND_NAK

別のインターフェイスやバージョン

の追加プレゼンテーションネゴシ

エーションを要求するか、新しいセ

キュリティコンテキストのネゴシ

エーションを要求するか、あるいは

その両方を要求します。

アソシエーショ

ン

14ALTER_CONTEXT

ALTER_CONTEXT PDUに応答しま
す。有効な値は acceptまたは deny
です。

アソシエーショ

ン

15ALTER_CONTEXT_RESP

接続を終了して関連するリソースを

解放するようクライアントに要求し

ます。

call17SHUTDOWN

接続をキャンセルするか、孤立させ

ます。このメッセージは、クライア

ントでキャンセル失敗が発生すると

送信されます。

call18CO_CANCEL

進行中の要求およびまだ完全に送信

されていない要求を中止するか、進

行中の（おそらく長い）応答を中止

します。

call19ORPHANED

NAT での MSRPC ALG
NATはMSRPCパケットを受信するとMSRPC ALGを呼び出し、MSRPC ALGによってパケット
のペイロードが解析されて、組み込み IPアドレスを変換するためのトークンが形成されます。こ
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のトークンが NATに渡されて、NAT設定に応じてアドレスまたはポートに変換されます。変換
後のアドレスは、MSRPC ALGによってパケットのペイロードに書き込まれます。

ファイアウォールと NATの両方が設定されている場合、NATは ALGを最初に呼び出します。

MSRPC ステートフルパーサー
MSRPCステートマシンまたはパーサーは、MSRPC ALGの中枢部です。MSRPCステートフル
パーサーにより、ファイアウォールまたは NAT（どちらの機能がパーサーを最初に呼び出したか
によります）内のすべてのステートフル情報が保持されます。パーサーは、MSRPCプロトコル
パケットの DPIを実行します。つまり、プロトコルへの準拠性をチェックし、順序が正しくない
コマンドや形式の誤ったパケットを検出します。パケットが解析されると、ステートマシンが各

種のデータを記録して、NATおよびファイアウォールインスペクション用に正しいトークン情報
を取り込みます。

ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
の設定方法

NATが有効になっている場合は、デフォルトで、MSRPC ALGが自動的に有効になります。
NATのみの設定ではMSRPCALGを明示的に有効にする必要はありません。NAT上でMSRPC
ALGを無効にするには、no ip nat service msrpcコマンドを使用できます。

（注）

レイヤ 4 MSRPC クラスマップおよびポリシーマップの設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. class-map type inspect match-any class-map-name
4. match protocol protocol-name
5. exit
6. policy-map type inspect policy-map-name
7. class type inspect class-map-name
8. inspect
9. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

トラフィッククラスの検査タイプクラスマップを作成

し、QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを
開始します。

class-map type inspect match-any
class-map-name

例：
Router(config)# class-map type inspect
match-any msrpc-cmap

ステップ 3   

指定されたプロトコルを基づくクラスマップの一致基準

を設定します。

match protocol protocol-name

例：
Router(config-cmap)# match protocol
msrpc

ステップ 4   

•検査タイプクラスマップでは Cisco IOS XEステート
フルパケットインスペクションがサポートするプロ

トコルだけを一致基準として使用できます。

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを終了
し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

exit

例：
Router(config-cmap)# exit

ステップ 5   

レイヤ 3またはレイヤ 4の検査タイプポリシーマップを
作成し、QoSポリシーマップコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Router(config)# policy-map type
inspect msrpc-pmap

ステップ 6   

アクションの実行対象となるトラフィック（クラス）を指

定し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

class type inspect class-map-name

例：
Router(config-pmap)# class type
inspect msrpc-class-map

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

Cisco IOS XEステートフルパケットインスペクションを
イネーブルにします。

inspect

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステップ 8   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Router(config-pmap-c)# end

ステップ 9   

ゾーンペアの設定および MSRPC ポリシーマップのアタッチ

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. zone security security-zone-name
4. exit
5. zone security security-zone-name
6. exit
7. zone-pair security zone-pair-name [source source-zone destination [destination-zone]]
8. service-policy type inspect policy-map-name
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Rotuer# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを開始します。

zone security security-zone-name

例：
Router(config)# zone security in-zone

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを開始します。

zone security security-zone-name

例：
Router(config)# zone security out-zone

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定す

る必要があります。

（注）

zone-pair security zone-pair-name [source
source-zone destination [destination-zone]]

例：
Router(config)# zone-pair security
in-out source in-zone destination

ステップ 7   

out-zone

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾーンペアに付

加します。

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、

トラフィックはデフォルトでドロップされます。

（注）

service-policy type inspect policy-map-name

例：
Router(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect msrpc-pmap

ステップ 8   

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーションモード

を終了して、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Router(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 9   
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MSRPC ALG の vTCP サポートの有効化

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. alg vtcp service msrpc
4. exit
5. set platform hardware qfp active feature alg msrpc tolerance on

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

MSRPC ALGの vTCP機能を有効にします。
デフォルトで、MSRPC ALGは vTCPをサ
ポートします。

（注）

alg vtcp service msrpc

例：
Rotuer(config)# alg vtcp service msrpc

ステップ 3   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードに戻ります。
exit

例：
Rotuer(config)# exit

ステップ 4   

MSRPC不明メッセージの許容を有効にします。
デフォルトでは、許容はオフになっていま

す。

（注）

set platform hardware qfp active feature alg
msrpc tolerance on

例：
Rotuer# set platform hardware qfp active
feature alg msrpc tolerance on

ステップ 5   
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MSRPC ALG の vTCP サポートの無効化

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. no alg vtcp service msrpc
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

MSRPC ALGの vTCP機能を無効にします。no alg vtcp service msrpc

例：
Rotuer(config)# no alg vtcp service msrpc

ステップ 3   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Rotuer(config)# end

ステップ 4   
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ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
の設定例

例：レイヤ 4 MSRPC クラスマップとポリシーマップの設定

Router# configure terminal
Router(config)# class-map type inspect match-any msrpc-cmap
Router(config-cmap)# match protocol msrpc
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map type inspect msrpc-pmap
Router(config-pmap)# class type inspect msrpc-cmap
Router(config-pmap-c)# inspect
Router(config-pmap-c)# end

例：ゾーンペアの設定と MSRPC ポリシーマップのアタッチ
Router# configure terminal
Router(config)# zone security in-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone security out-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone-pair security in-out source in-zone destination out-zone
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect msrpc-pmap
Router(config-sec-zone-pair)# end

例：MSRPC ALG に対する vTCP サポートの有効化
Router# configure terminal
Router(config)# alg vtcp service msrpc
Router(config)# end

例：MSRPC ALG に対する vTCP サポートの無効化
Router# configure terminal
Router(config)# no alg vtcp service msrpc
Router(config)# end
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ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

「NATを備えたアプリケーションレベルゲート
ウェイの使用」モジュール

NAT ALG

『NAT and Firewall ALG Support on Cisco ASR 1000
Series Routers』

ALGのサポート

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

550

ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポートに関する追加情報

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
に関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 40：ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォールと NATに対
するMSRPCALGサポート機能
は、ファイアウォールと NAT
におけるMSRPCALGのサポー
トを提供します。MSRPC ALG
は、MSRPCプロトコルの
ディープパケットインスペク

ションを提供します。MSRPC
ALGは、プロビジョニングシ
ステムと連動して、ネットワー

ク管理者がMSRPCパケットで
検索可能な一致基準を定義する

一致フィルタを設定できるよう

にします。

次のコマンドが導入または変更

されました。ip nat service
msrpc、match protocolmsrpc。

Cisco IOS XEリリース 3.5Sファイアウォールと NATに対
するMSRPC ALGサポート

ゾーンベースファイアウォー

ルと NATに対するMSRPC
ALGインスペクション強化機
能は、Ciscoファイアウォー
ル、ネットワークアドレス変

換（NAT）、およびその他のア
プリケーションで、さまざまな

ALGプロトコルが適切に TCP
セグメンテーションを処理しセ

グメントを解析するためのフ

レームワークを提供するVirtual
Transport Control Protocol
（vTCP）機能をサポートしま
す。

次のコマンドが導入されまし

た。alg vtcp service msrpc。

Cisco IOS XEリリース 3.14Sゾーンベースファイアウォー

ルと NATに対するMSRPC
ALGインスペクション強化
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第 30 章

ファイアウォールと NAT に対する Sun RPC
ALG サポート

ファイアウォールおよびNAT対応の Sun RPC ALGのサポート機能により、ファイアウォールお
よびネットワークアドレス変換（NAT）における Sun Microsystems（Sun）リモートプロシー
ジャコール（RPC）アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）のサポートが追加されます。
Sun RPCは、リモートサーバプログラム内の関数をクライアントプログラムが呼び出すことが
できるようにするアプリケーション層プロトコルです。このモジュールでは、Sun RPC ALGを
設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 553 ページ

• ファイアウォールおよび NATの Sun RPC ALGサポートに関する制約事項, 554 ページ

• ファイアウォールおよび NATの Sun RPC ALGサポートについて, 554 ページ

• ファイアウォールおよび NATの Sun RPC ALGサポートの設定方法, 556 ページ

• ファイアウォールと NATに対する Sun RPC ALGサポートの設定例, 565 ページ

• ファイアウォールと NATに対する Sun RPC ALGサポートに関する追加情報, 567 ページ

• ファイアウォールと NATに対する Sun RPC ALGサポートに関する機能情報, 568 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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ファイアウォールおよび NAT の Sun RPC ALG サポートに
関する制約事項

•リリースによっては、次の設定が Cisco ASR 1000アグリゲーションサービスルータ上で動
作しません。レイヤ 4またはレイヤ 7クラスマップのインスペクションアクションを設定
した場合、ポートマッパープロトコルのウェルノウンポート（111）に一致するパケットは
レイヤ 7のインスペクションなしでファイアウォールを通過します。レイヤ 7のインスペク
ションがない場合、ファイアウォールピンホールはトラフィックフロー用に開放されず、

Sunリモートプロシージャコール（RPC）がファイアウォールによってブロックされます。
回避策として、Sun RPCプログラム番号に対応する match program-numberコマンドを設定
します。

•ポートマッパープロトコルバージョン2のみがサポートされます。他のバージョンはサポー
トされません。

• RPCバージョン 2のみサポートされます。

ファイアウォールおよび NAT の Sun RPC ALG サポートに
ついて

アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションレイヤゲートウェイとも
呼ばれ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーショ
ンです。ALGは、アプリケーションレイヤプロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネッ
トワークアドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクション
は、ファイアウォールおよびNATの設定に応じて次の 1つまたは複数のアクションになります。

•クライアントアプリケーションが、ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用してサーバ
アプリケーションと通信できるようにします。

•アプリケーション固有のコマンドを認識し、これらのコマンドに対するきめ細かいセキュリ
ティ制御を提供します。

•データ交換を行う 2つのホスト間の複数のデータストリームまたはデータセッションを同
期します。

•アプリケーションペイロードで使用できるネットワーク層アドレス情報を変換します。

ファイアウォールがピンホールを開き、アプリケーションレイヤデータストリームの送信元 IP
アドレスおよび宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックに対する変換サービ
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スをNATが実行します。IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションに
は ALGのサポートが必要です。

Sun RPC
Sunリモートプロシージャコール（RPC）アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、
Sun RPCプロトコルのディープパケットインスペクションを実行します。Sun RPCALGは、管理
者が一致フィルタを設定できるプロビジョニングシステムと連動します。一致フィルタはそれぞ

れ、Sun RPCパケット内で検索される一致基準を定義し、それにより、基準に一致するパケット
のみ許可されます。

RPCでは、クライアントプログラムは、サーバプログラム内のプロシージャを呼び出します。
RPCライブラリは、プロシージャ引数をネットワークメッセージ内にパッケージ化し、そのメッ
セージをサーバに送信します。次にサーバは、RPCライブラリを使用して、ネットワークメッ
セージからプロシージャ引数を取り出し、指定されたサーバプロシージャを呼び出します。サー

バプロシージャが RPCに戻ると、戻り値がネットワークメッセージ内にパッケージ化され、ク
ライアントに送り返されます。

SunRPCプロトコルの詳細については、RFC1057、『RPC:RemoteProcedureCall Protocol Specification
Version 2』を参照してください。

ファイアウォール向けの Sun RPC ALG のサポート

ポリシーおよびクラスマップを使用して作成されるゾーンベースファイアウォールを使用して

Sun RPCALGを設定できます。レイヤ 7クラスマップを使用することで、ネットワーク管理者は
一致フィルタを設定できます。フィルタは Sun RPCパケット内で検索されるプログラム番号を指
定します。Sun RPCレイヤ 7ポリシーマップは、service-policyコマンドを使用するレイヤ 4ポリ
シーマップの子ポリシーとして設定します。

レイヤ 7ファイアウォールポリシーを設定しないで Sun RPCレイヤ 4クラスマップを設定する
と、SunRPCトラフィックにより戻されるトラフィックはファイアウォールを通過しますが、セッ
ションはレイヤ 7で検査されません。セッションが検査されないため、後続の RPCコールはファ
イアウォールによってブロックされます。SunRPCレイヤ4クラスマップおよびレイヤ7ポリシー
を設定すると、レイヤ 7インスペクションが使用できるようになります。空のレイヤ 7ファイア
ウォールポリシー、つまり、一致フィルタが設定されていないポリシーを設定できます。

NAT 向けの Sun RPC ALG のサポート

デフォルトでは、ネットワークアドレス変換（NAT）が有効な場合、Sun RPCALGは自動的に有
効になります。NATで Sun RPC ALGを無効にするには、no ip nat service algコマンドを使用しま
す。
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ファイアウォールおよび NAT の Sun RPC ALG サポートの
設定方法

ファイアウォールおよびNATが有効にされている場合に SunRPCを動作させるには、ALGで Sun
RPCパケットを検査する必要があります。また ALGでは、ダイナミックファイアウォールセッ
ションの確立や NAT変換後のパケットコンテンツの修正など、Sun RPC固有の問題も処理しま
す。

Sun RPC ALG 用のファイアウォールの設定
Sun RPCプロトコルの検査アクションを設定している場合（つまり、レイヤ 4クラスマップで
matchprotocolsunrpcコマンドを指定している場合）は、レイヤ 7 Sunリモートプロシージャコー
ル（RPC）ポリシーマップを設定する必要があります。

セキュリティゾーンと検査ルールの両方を同じインターフェイス上で設定しないことを推奨しま

す。これは、このような設定は機能しない場合があるためです。

Sun RPC ALG対応のファイアウォールを設定するには、次の作業を実行します。

ファイアウォールポリシー用のレイヤ 4 クラスマップの設定
ネットワークトラフィックを分類するためのレイヤ 4クラスマップを設定するには、この作業を
実行します。class-map type inspectコマンドでmatch-allキーワードを指定すると、クラスマップ
内の（プログラム番号として指定された）すべての Sunリモートプロシージャコール（RPC）レ
イヤ 7フィルタにSunRPCトラフィックがマッチします。class-map type inspectでmatch-anyキー
ワードを指定すると、クラスマップ内の（プログラム番号として指定された）少なくとも 1つの
Sun RPCレイヤ 7フィルタに Sun RPCトラフィックがマッチする必要があります。

レイヤ 4クラスマップを設定するには、class-map type inspect {match-any |
match-all}classm-map-nameコマンドを使用します。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. class-maptypeinspect{match-any |match-all}class-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 4検査タイプクラスマップを作成し、QoSク
ラスマップコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

class-maptypeinspect{match-any |
match-all}class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sunrpc-l4-cmap

ステップ 3   

指定されたプロトコルに基づき、クラスマップの一致

基準を設定します。

matchprotocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
sunrpc

ステップ 4   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを
終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 5   

ファイアウォールポリシー用のレイヤ 7 クラスマップの設定
ネットワークトラフィックを分類するためのレイヤ 7クラスマップを設定するには、この作業を
実行します。この設定により、Sun RPCを使用する mount（100005）、ネットワークファイルシ
ステム（NFS）（100003）などのプログラムが使用可能になります。100005および 100003は Sun
RPCプログラムの番号です。デフォルトでは、Sun RPC ALGはすべてのプログラムをブロックし
ます。

SunRPCプログラムおよびプログラム番号の詳細については、RFC1057、『RPC:RemoteProcedure
Call Protocol Specification Version 2』を参照してください。

レイヤ 7クラスマップを設定するには、class-map type inspectprotocol-nameコマンドを使用しま
す。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectprotocol-name {match-any |match-all} class-map-name
4. matchprogram-numberprogram-number
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ7（アプリケーション固有）検査タイプクラス
マップを作成し、QoSクラスマップコンフィギュレー
ションモードを開始します。

class-maptypeinspectprotocol-name
{match-any |match-all} class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap

ステップ 3   

許可する RPCプロトコルプログラム番号を一致基準
として指定します。

matchprogram-numberprogram-number

例：
Device(config-cmap)# match program-number
100005

ステップ 4   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを
終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 5   

Sun RPC ファイアウォールポリシーマップの設定
Sunリモートプロシージャコール（RPC）ファイアウォールポリシーマップを設定するには、こ
の作業を実行します。ポリシーマップを使用して、レイヤ 7ファイアウォールポリシーのクラス
マップで定義する Sun RPCレイヤ 7クラスごとにパケット転送を許可します。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. policy-maptypeinspectprotocol-namepolicy-map-name
4. classtypeinspectprotocol-nameclass-map-name
5. allow
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ7（プロトコル固有）検査タイプポリシー
マップを作成し、QoSポリシーマップコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

policy-maptypeinspectprotocol-namepolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect sunrpc
sunrpc-l7-pmap

ステップ 3   

アクションの実行対象となるトラフィッククラ

スを指定し、QoSポリシーマップクラスコン
フィギュレーションモードを開始します。

classtypeinspectprotocol-nameclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect sunrpc
sunrpc-l7-cmap

ステップ 4   

パケット転送を許可します。allow

例：
Device(config-pmap-c)# allow

ステップ 5   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレー
ションモードを終了し、特権 EXECモードに戻
ります。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 6   
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レイヤ 7 ポリシーマップをレイヤ 4 ポリシーマップにアタッチする

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
4. class{class-map-name | class-default}
5. inspect [parameter-map-name]
6. service-policyprotocol-namepolicy-map-name
7. exit
8. classclass-default
9. drop
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 4検査タイプポリシーマップを作成し、QoSポ
リシーマップコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
sunrpc-l4-pmap

ステップ 3   

アクションを実行する対象（クラス）を関連付け、QoS
ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモード

を開始します。

class{class-map-name | class-default}

例：
Device(config-pmap)# class
sunrpc-l4-cmap

ステップ 4   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブル

にします。

inspect [parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

レイヤ 7ポリシーマップをトップレベルのレイヤ 4ポリ
シーマップにアタッチします。

service-policyprotocol-namepolicy-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
sunrpc sunrpc-l7-pmap

ステップ 6   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーション
モードを終了し、QoSポリシーマップコンフィギュレー
ションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 7   

ポリシーを設定する前にデフォルトクラス（一般的にク

ラスデフォルトクラスと呼ばれます）を指定し、QoSポ
classclass-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 8   

リシーマップクラスコンフィギュレーションモードを

開始します。

特定のクラスに属するパケットを廃棄するトラフィック

クラスを設定します。

drop

例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 9   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーション
モードを終了し、特権 EXECモードに戻ります。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 10   

セキュリティゾーンとゾーンペアの作成、およびゾーンペアへのポリシーマップ

の付加

ゾーンペアを作成するには、2つのセキュリティゾーンが必要です。ただし、1つのセキュリティ
ゾーンのみ作成でき、もう 1つのセキュリティゾーンはシステム定義のセキュリティゾーンにす
ることができます。システム定義のセキュリティゾーンまたはセルフゾーンを作成するには、

selfキーワードを指定した zone-pairsecurityコマンドを設定します。

セルフゾーンを選択する場合、検査アクションは設定できません。（注）

このタスクの内容は以下のとおりです。

•セキュリティゾーンを作成します。

•ゾーンペアを定義します。

•セキュリティゾーンにインターフェイスを割り当てます。
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•ポリシーマップをゾーンペアに付加します。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. zonesecurity {zone-name | default}
4. exit
5. zonesecurity {zone-name | default}
6. exit
7. zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name
8. service-policytypeinspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetypenumber
11. ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
12. zone-membersecurityzone-name
13. exit
14. interfacetypenumber
15. ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
16. zone-membersecurityzone-name
17. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイ
ネーブルにします。

イネーブル化

例：
Device> enable

ステッ

プ 1   

•パスワードを入力し
ます（要求された場

合）。

グローバルコンフィギュ

レーションモードを開始

します。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステッ

プ 2   

セキュリティゾーンを作

成し、セキュリティゾー

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security z-client

ステッ

プ 3   
ンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

•設定では送信元ゾー
ンと宛先ゾーンとい

う、ゾーンペアを

作成するための2つ
のセキュリティ

ゾーンが必要です。

•ゾーンペアでは、
デフォルトゾーン

またはセルフゾー

ンを送信元ゾーンま

たは宛先ゾーンとし

て使用できます。

セキュリティゾーンコ

ンフィギュレーション

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 4   
モードを終了し、グロー

バルコンフィギュレー

ションモードに戻りま

す。

セキュリティゾーンを作

成し、セキュリティゾー

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security z-server

ステッ

プ 5   
ンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

•設定では送信元ゾー
ンと宛先ゾーンとい

う、ゾーンペアを

作成するための2つ
のセキュリティ

ゾーンが必要です。

•ゾーンペアでは、
デフォルトゾーン

を送信元ゾーンまた

は宛先ゾーンとして

使用できます。

セキュリティゾーンコ

ンフィギュレーション

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 6   
モードを終了し、グロー

バルコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

ションモードに戻りま

す。

ゾーンペアを作成し、セ

キュリティゾーンペア

zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name

例：
Device(config)# zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server

ステッ

プ 7   
コンフィギュレーション

モードを開始します。

ファイアウォールポリ

シーマップをゾーンペ

アに付加します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap

ステッ

プ 8   

セキュリティゾーンペ

アコンフィギュレーショ

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ

プ 9   
ンモードを終了し、グ

ローバルコンフィギュ

レーションモードに戻り

ます。

インターフェイスタイプ

を設定し、インターフェ

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 2/0/0

ステッ

プ 10   
イスコンフィギュレー

ションモードを開始しま

す。

インターフェイスに対す

るプライマリ IPアドレ
ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.5 255.255.255.0

ステッ

プ 11   
スまたはセカンダリ IP
アドレスを設定します。

インターフェイスをセ

キュリティゾーンにア

タッチします。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security z-client

ステッ

プ 12   

インターフェイスコン

フィギュレーションモー

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステッ

プ 13   
ドを終了し、グローバル

コンフィギュレーション

モードに戻ります。

インターフェイスタイプ

を設定し、インターフェ

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 2/1/1

ステッ

プ 14   
イスコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

ションモードを開始しま

す。

インターフェイスに対す

るプライマリ IPアドレ
ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

ステッ

プ 15   
スまたはセカンダリ IP
アドレスを設定します。

インターフェイスをセ

キュリティゾーンにア

タッチします。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security z-server

ステッ

プ 16   

インターフェイスコン

フィギュレーションモー

end

例：
Device(config-if)# end

ステッ

プ 17   
ドを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

ファイアウォールと NAT に対する Sun RPC ALG サポート
の設定例

例：ファイアウォールポリシー用のレイヤ 4 クラスマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect match-any sunrpc-l4-cmap
Device(config-cmap)# match protocol sunrpc
Device(config-cmap)# end

例：ファイアウォールポリシー用のレイヤ 7 クラスマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap
Device(config-cmap)# match program-number 100005
Device(config-cmap)# end

例：Sun RPC ファイアウォールポリシーマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map type inspect sunrpc sunrpc-l7-pmap
Device(config-pmap)# class type inspect sunrpc sunrpc-l7-cmap
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Device(config-pmap-c)# allow
Device(config-pmap-c)# end

例：レイヤ 4 ポリシーマップへのレイヤ 7 ポリシーマップのアタッチ
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map type inspect sunrpcl4-pmap
Device(config-pmap)# class sunrpcl4-cmap
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# service-policy sunrpc sunrpc-l7-pmap
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
Device(config-pmap-c)# end

例：セキュリティゾーンとゾーンペアの作成とゾーンペアへのポリ

シーマップのアタッチ
Device# configure terminal
Device(config)# zone security z-client
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z-server
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 2/0/0
Device(config-if)# ip address 192.168.6.5 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security z-client
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 2/1/1
Device(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security z-server
Device(config-if)# end

例：Sun RPC ALG 用のファイアウォールの設定
Sunリモートプロシージャコール（RPC）アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）サポー
ト用のファイアウォール設定の例を以下に示します。

class-map type inspect sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap
match program-number 100005
!
class-map type inspect match-any sunrpc-l4-cmap
match protocol sunrpc
!
!
policy-map type inspect sunrpc sunrpc-l7-pmap
class type inspect sunrpc sunrpc-l7-cmap
allow

!
!
policy-map type inspect sunrpc-l4-pmap
class type inspect sunrpc-l4-cmap
inspect
service-policy sunrpc sunrpc-l7-pmap

!
class class-default
drop
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!
!
zone security z-client
!
zone security z-server
!
zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap
!
interface GigabitEthernet 2/0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
zone-member security z-client
!
interface GigabitEthernet 2/1/1
ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
zone-member security z-server
!

ファイアウォールと NAT に対する Sun RPC ALG サポート
に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IP Addressing Services Command Reference』IPアドレッシングコマンド

•『Security Command Reference: Commands A to C』

•『Security Command Reference: Commands D to L』

•『Security Command Reference: Commands M to R』

•『Security Command Reference: Commands S to Z』

セキュリティコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification
Version 2』

RFC 1057
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ファイアウォールと NAT に対する Sun RPC ALG サポート
に関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 41：ファイアウォールと NAT に対する Sun RPC ALG サポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォールと NATに対する Sun
RPC ALGサポート機能は、ファイア
ウォールとNATに SunRPCALGのサポー
トを追加します。

次のコマンドが導入または変更されまし

た。match protocol。

Cisco IOS XEリリー
ス 3.2S

ファイアウォールと NATに対
する Sun RPC ALGサポート
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第 31 章

vTCP for ALG サポート

Virtual Transport Control Protocol（vTCP）機能は、伝送制御プロトコル（TCP）セグメンテーショ
ンを適切に処理し、Ciscoファイアウォール、ネットワークアドレス変換（NAT）、およびその
他のアプリケーションでセグメントを解析するため、各種アプリケーション層ゲートウェイ

（ALG）プロトコル用のフレームワークを提供します。

• 機能情報の確認, 569 ページ

• vTCP for ALGサポートの前提条件, 570 ページ

• vTCP for ALGサポートの制約事項, 570 ページ

• vTCP for ALGサポートについて, 570 ページ

• vTCP for ALGサポートの設定方法, 571 ページ

• vTCP for ALGサポートの設定例, 577 ページ

• vTCP for ALGサポートに関する追加情報, 578 ページ

• vTCP for ALGサポートに関する機能情報, 579 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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vTCP for ALG サポートの前提条件
Cisco IOS XEリリース 3.1以降の Cisco IOS XEソフトウェアリリースをシステムで実行している
必要があります。最新版の NATまたはファイアウォール ALGを設定している必要があります。

vTCP for ALG サポートの制約事項
• vTCPは、データチャネルトラフィックをサポートしません。システムリソースを保護する
ため、vTCPは 8Kを超えるメッセージの再構成をサポートしません。

• vTCPは高可用性（HA）機能をサポートしません。高可用性は、主にファイアウォールまた
はネットワークアドレス変換（NAT）に依存して、スタンバイフォワーディングエンジン
とのセッション情報を同期します。

• vTCPは非対称ルーティングをサポートしません。vTCPはシーケンス番号に基づいてパケッ
トセグメントを検証および構成します。同じレイヤ 7のメッセージに属するパケットセグ
メントが異なるデバイスを通過する場合、vTCPは正しい状態の記録や、これらのセグメン
トのアセンブリを行いません。

vTCP for ALG サポートについて

vTCP for ALG サポートの概要
レイヤ 7プロトコルが TCPを使用してデータ転送を行う際は、アプリケーションの設計、最大セ
グメントサイズ（MSS）、TCPウィンドウサイズなどのさまざまな理由によって TCPペイロー
ドがセグメント化される場合があります。ファイアウォールと NATがサポートするアプリケー
ションレベルゲートウェイ（ALG）には、パケットインスペクションで TCPフラグメントを認
識する機能がありません。vTCPが、ALGを使用して TCPセグメントを認識し、TCPペイロード
を解析する汎用フレームワークになります。

vTCPは、組み込みデータを書き直すために TCPペイロード全体を必要とする NATや Session
Initiation Protocol（SIP）などのアプリケーションに役立ちます。ファイアウォールでは vTCPを使
用して、ALGがパケット間でのデータ分割をサポートできるようにします。

ファイアウォールおよび NAT ALGを設定すると、vTCP機能が有効になります。

vTCPは、現在のところ、Real Time Streaming Protocol（RTSP）および DNS ALGをサポートして
います。

TCP 確認応答と確実な送信

vTCPは 2つの TCPホストの間に存在するため、TCPセグメントをもう一方のホストに送信する
前に一時的に保存するためのバッファスペースが必要です。vTCPはホスト間の適切なデータ伝
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送を保証します。vTCPは伝送するデータがさらに必要な場合は、送信側ホストに TCP確認応答
（ACK）を送信します。また、TCPフローの最初から受信側ホストが送信する ACKをトラッキ
ングして、確認応答されたデータを詳細にモニタします。

vTCPは、TCPセグメントを再構成します。着信セグメントの IPヘッダーおよび TCPヘッダー情
報は、確実に送信されるように vTCPバッファに保存されます。

NAT対応アプリケーションの場合、vTCPは発信セグメントの長さにマイナーな変更を加えるこ
とができます。vTCPは最後のセグメントのデータ長を大きくするか、新しいセグメントを作成し
て、追加のデータを伝送することができます。新しく作成されたセグメントの IPヘッダーまたは
TCPヘッダーは、オリジナルの着信セグメントから派生したものです。IPヘッダーの合計の長さ
と TCPヘッダーのシーケンス番号は、必要に応じて調整されます。

NAT ALG とファイアウォール ALG を使用した vTCP
ALGは、NATおよびファイアウォールのサブコンポーネントです。NATとファイアウォールの
いずれにも、ダイナミックにALGを連結させるためのフレームワークがあります。ファイアウォー
ルがレイヤ 7インスペクションを実行する場合またはNATがレイヤ 7フィックスアップを実行す
る場合は、ALGによって登録されたパーサー機能が呼び出され、ALGがパケットインスペクショ
ンを引き継ぎます。vTCPは、NATまたはファイアウォールとこれらのアプリケーションを使用
するALGを仲介します。つまり、パケットは、まず、vTCPで処理されてから、ALGに渡されま
す。vTCPは、TCP接続内の両方向で TCPセグメントを再構築します。

vTCP for ALG サポートの設定方法
RTSP、DNS、NAT、およびファイアウォールコンフィギュレーションでは、デフォルトで vTCP
機能が有効になります。そのため、vTCP機能を有効にするための新しいコンフィギュレーション
は必要ありません。

Cisco ASR 1000 シリーズルータで RTSP をイネーブルにして vTCP を有
効化

RTSPパケットインスペクションを有効にするには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. exit
6. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
7. classtypeinspectclass-map-name
8. inspect
9. classclass-default
10. exit
11. exit
12. zonesecurityzone-name1
13. exit
14. zonesecurityzone-name2
15. exit
16. zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name
17. service-policytypeinspectpolicy-map-name
18. exit
19. interfacetypenumber
20. zone-membersecurityzone-name1
21. exit
22. interfacetypenumber
23. zone-membersecurityzone-name
24. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイ
ネーブルにします。

イネーブル化

例：

Router> enable

ステッ

プ 1   

•パスワードを入力し
ます（要求された場

合）。

グローバルコンフィギュ

レーションモードを開始

します。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

検査タイプクラスマッ

プを作成し、クラスマッ

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name

例：

Router(config)# class-map type inspect match-any rtsp_class1

ステッ

プ 3   
プコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

指定されたプロトコルを

基づいて、クラスマップ

matchprotocolprotocol-name

例：

Router(config-cmap)# match protocol rtsp

ステッ

プ 4   
の一致基準を設定しま

す。

• RTSPの代わりに
DNSを使用して、
match protocolとし
て DNSを設定しま
す。

グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Router(config-cmap)# exit

ステッ

プ 5   

検査タイプポリシーマッ

プを作成し、ポリシー

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：

Router(config)# policy-map type inspect rtsp_policy

ステッ

プ 6   
マップコンフィギュレー

ションモードを開始しま

す。

アクションを実行するク

ラスを指定し、ポリシー

classtypeinspectclass-map-name

例：

Router(config-pmap)# class type inspect rtsp_class1

ステッ

プ 7   
マップクラスコンフィ

ギュレーションモードを

開始します。

ステートフルパケット

インスペクションをイ

ネーブルにします。

inspect

例：

Router(config-pmap-c)# inspect

ステッ

プ 8   

これらのポリシーマップ

設定が事前に定義したデ

classclass-default

例：

Router(config-pmap-c)# class class-default

ステッ

プ 9   
フォルトクラスに適用さ

れることを指定します。

設定済みクラスマップの

一致基準のいずれともト
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目的コマンドまたはアクション

ラフィックが一致しない

場合、事前に定義された

デフォルトクラスに誘導

されます。

ポリシーマップコンフィ

ギュレーションモードに

戻ります。

exit

例：

Router(config-pmap-c)# exit

ステッ

プ 10   

グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Router(config-pmap)# exit

ステッ

プ 11   

インターフェイスを割り

当てることができるセ

zonesecurityzone-name1

例：

Router(config)# zone security private

ステッ

プ 12   
キュリティゾーンを作成

し、セキュリティゾーン

コンフィギュレーション

モードを開始します。

グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 13   

インターフェイスを割り

当てることができるセ

zonesecurityzone-name2

例：

Router(config)# zone security public

ステッ

プ 14   
キュリティゾーンを作成

し、セキュリティゾーン

コンフィギュレーション

モードを開始します。

グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 15   

セキュリティゾーンのペ

アを作成し、セキュリ

zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name

例：

Router(config)# zone-pair security pair-two source private destination public

ステッ

プ 16   
ティゾーンコンフィギュ

レーションモードを開始

します。
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目的コマンドまたはアクション

•ポリシーを適用する
には、ゾーンペア

を設定する必要があ

ります。

ファイアウォールポリ

シーマップを宛先ゾーン

ペアに付加します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：

Router(config-sec-zone-pair)# service-policy rtsp_policy

ステッ

プ 17   

•ゾーンのペア間でポ
リシーが設定されな

い場合、トラフィッ

クはデフォルトでド

ロップされます。

グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ

プ 18   

設定するインターフェイ

スを指定します。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

ステッ

プ 19   

•インターフェイス
コンフィギュレー

ションモードを開

始します。

インターフェイスを指定

したセキュリティゾーン

に割り当てます。

zone-membersecurityzone-name1

例：

Router(config-if)# zone-member security private

ステッ

プ 20   

•インターフェイスを
セキュリティゾー

ンのメンバーにした

場合、方向に関係な

くインターフェイス

を通過するすべての

トラフィック（ルー

タ宛のトラフィック

またはルータ発信の

トラフィックを除

く）は、デフォルト
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でドロップされま

す。トラフィックが

インターフェイス通

過するには、ゾーン

をポリシーの適用先

のゾーンペアの一

部にする必要があり

ます。ポリシーがト

ラフィックを許可す

ると、トラフィック

はそのインターフェ

イスを通過できま

す。

グローバルコンフィギュ

レーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステッ

プ 21   

設定するインターフェイ

スを指定します。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

ステッ

プ 22   

•インターフェイス
コンフィギュレー

ションモードを開

始します。

インターフェイスを指定

したセキュリティゾーン

に割り当てます。

zone-membersecurityzone-name

例：

Router(config-if)# zone-member security public

ステッ

プ 23   

•インターフェイスを
セキュリティゾー

ンのメンバーにした

場合、方向に関係な

くインターフェイス

を通過するすべての

トラフィック（ルー

タ宛のトラフィック

またはルータ発信の

トラフィックを除

く）は、デフォルト

でドロップされま
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目的コマンドまたはアクション

す。トラフィックが

インターフェイス通

過するには、ゾーン

をポリシーの適用先

のゾーンペアの一

部にする必要があり

ます。ポリシーがト

ラフィックを許可す

ると、トラフィック

はそのインターフェ

イスを通過できま

す。

特権EXECモードに戻り
ます。

end

例：

Router(config-if)# end

ステッ

プ 24   

トラブルシューティングのヒント

RTSP対応のコンフィギュレーションの問題を解決するには、次のコマンドを使用できます。

• clearzone-pair

• showpolicy-maptypeinspectzone-pair

• showzone-pairsecurity

vTCP for ALG サポートの設定例

例：Cisco ASR 1000 シリーズルータでの RTSP の設定
次に、RTSPインスペクションをイネーブルにするように Cisco ASR 1000シリーズルータを設定
する例を示します。

class-map type inspect match-any rtsp_class1
match protocol rtsp
policy-map type inspect rtsp_policy
class type inspect rtsp_class1
inspect
class class-default
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zone security private
zone security public
zone-pair security pair-two source private destination public
service-policy type inspect rtsp_policy
interface GigabitEthernet0/1/0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
zone-member security private
!
interface GigabitEthernet0/1/1
ip address 10.0.1.1 255.0.0.0
zone-member security public

vTCP for ALG サポートに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands
A to C』

•『Security Command Reference: Commands
D to L』

•『Security Command Reference: Commands
M to R』

•『Security Command Reference: Commands S
to Z』

Cisco IOSファイアウォールコマンド

『Security Configuration Guide: Securing the Data
Plane』

Ciscoファイアウォール - SIP拡張機能：ALG

『IP Addressing Services Configuration』ネットワークアドレス変換

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Transport Control Protocol』RFC 793

『Window and Acknowledge Strategy in TCP』RFC 813
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

vTCP for ALG サポートに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 42：vTCP for ALG サポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能は、CiscoASR1000シ
リーズルータ上でCisco IOSXE
ソフトウェアのファイアウォー

ルおよび NAT ALGの TCPセ
グメンテーションおよび再構成

を処理するための拡張機能を提

供します。

Cisco IOS XEリリース 3.1SvTCP for ALGサポート
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第 32 章

ファイアウォールと NAT に対するハイアベ
イラビリティサポートを使用した ALG - H.323
vTCP

ファイアウォールおよびNAT対応のハイアベイラビリティサポートを備えたALG—H.323vTCP
機能により、H.323アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）が拡張され、単一H.323メッ
セージではない TCPセグメントをサポートします。仮想 TCP（vTCP）は TCPセグメントリア
センブルをサポートします。この機能の導入前は、H.323ALGはTCPセグメントが完全なH.323
メッセージである場合にだけTCPセグメントを処理していました。TCPセグメントに複数のメッ
セージが含まれていた場合は、H.323 ALGが TCPセグメントを無視し、そのパケットは処理さ
れずに転送されていました。

このモジュールでは、ファイアウォールおよびNAT対応のハイアベイラビリティ（HA）サポー
トを備えた ALG—H.323 vTCPを設定する方法について説明します。

• 機能情報の確認, 582 ページ

• ファイアウォールと NATに対するハイアベイラビリティサポートを使用した ALG - H.323
vTCPに関する制約事項, 582 ページ

• ファイアウォールと NATに対するハイアベイラビリティサポートを使用した ALG - H.323
vTCPに関する情報, 582 ページ

• ファイアウォールと NATに対するハイアベイラビリティサポートを使用した ALG - H.323
vTCPの設定方法, 586 ページ

• ファイアウォールおよび NAT対応のハイアベイラビリティサポートを備えた ALG—H.323
vTCPの設定例, 590 ページ

• ファイアウォールおよび NAT対応のハイアベイラビリティサポートを備えた ALG-H.323
vTCPに関する追加情報, 590 ページ

• ファイアウォールと NATに対するハイアベイラビリティサポートを使用した ALG - H.323
vTCPに関する機能情報, 591 ページ

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

581



機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ファイアウォールと NAT に対するハイアベイラビリティ
サポートを使用した ALG - H.323 vTCP に関する制約事項

•着信 TCPセグメントが完全な H.323メッセージでない場合は、H.323 ALGがその TCPセグ
メントをバッファリングしメッセージの残りの部分を待機します。バッファリングされた

データは、ハイアベイラビリティ（HA）用のスタンバイデバイスに同期されません。

• vTCPがデータのバッファリングを開始した時点で、H.323 ALGのパフォーマンスに影響す
る可能性があります。

ファイアウォールと NAT に対するハイアベイラビリティ
サポートを使用した ALG - H.323 vTCP に関する情報

アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションレイヤゲートウェイとも
呼ばれ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーショ
ンです。ALGは、アプリケーションレイヤプロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネッ
トワークアドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクション
は、ファイアウォールおよびNATの設定に応じて次の 1つまたは複数のアクションになります。

•クライアントアプリケーションが、ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用してサーバ
アプリケーションと通信できるようにします。

•アプリケーション固有のコマンドを認識し、これらのコマンドに対するきめ細かいセキュリ
ティ制御を提供します。
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•データ交換を行う 2つのホスト間の複数のデータストリームまたはデータセッションを同
期します。

•アプリケーションペイロードで使用できるネットワーク層アドレス情報を変換します。

ファイアウォールがピンホールを開き、アプリケーションレイヤデータストリームの送信元 IP
アドレスおよび宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックに対する変換サービ
スをNATが実行します。IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションに
は ALGのサポートが必要です。

基本 H.323 ALG サポート
H.323は、パケットベースネットワーク経由でのマルチメディア送信用の一連のネットワーク要
素およびプロトコルを定義する ITU-Tが公開している推奨事項です。H.323は、マルチメディア
の送信で使用されるさまざまなネットワーク要素を定義します。

現在、ほとんどの H.323実装ではシグナリング用の転送メカニズムとして TCPが利用されていま
すが、H.323バージョン 2では基本 UDPトランスポートが有効になります。

• H.323端末：この要素は、別の H.323端末またはゲートウェイとの双方向通信を行うネット
ワークのエンドポイントです。

• H.323ゲートウェイ：この要素は、H.323端末とH.323をサポートしないその他の端末との間
のプロトコル変換を行います。

• H.323ゲートキーパー：この要素は、アドレス変換、ネットワークアクセスコントロール、
帯域幅管理といったサービスを提供し、H.323端末およびゲートウェイで構成されます。

次のコアプロトコルが H.323仕様で規定されています。

• H.225：このプロトコルは、任意の2つのH.323エンティティ間で通信を確立するために使用
されるコールシグナリング方式を規定します。

• H.225 Registration, Admission, and Status（RAS）：このプロトコルは、アドレス解決およびア
ドミッション制御サービスのために、H.323エンドポイントとゲートウェイによって使用さ
れます。

• H.245：このプロトコルは、マルチメディア通信機能の交換と、オーディオ、ビデオ、および
データ用の論理チャネルの開閉のために使用されます。

H.323仕様では上記のプロトコルの他に、さまざまな IETFプロトコル（Real-timeTransport Protocol
（RTP）プロトコルや、オーディオ（G.711、G.729など）およびビデオ（H.261、H.263、および
H.264）コーデックなど）の使用についても規定しています。

NATでは、パケットペイロード内の埋め込み IPアドレスおよびポート番号の変換や、制御チャ
ネルからの新規接続/セッション情報の取得といった、レイヤ 7プロトコル固有のサービスを処理
するために、さまざまなALGを必要とします。H.323 ALGは、H.323メッセージに対してこれら
の特定サービスを実行します。
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vTCP for ALG サポートの概要
レイヤ 7プロトコルが TCPを使用してデータ転送を行う際は、アプリケーションの設計、最大セ
グメントサイズ（MSS）、TCPウィンドウサイズなどのさまざまな理由によって TCPペイロー
ドがセグメント化される場合があります。ファイアウォールと NATがサポートするアプリケー
ションレベルゲートウェイ（ALG）には、パケットインスペクションで TCPフラグメントを認
識する機能がありません。vTCPが、ALGを使用して TCPセグメントを認識し、TCPペイロード
を解析する汎用フレームワークになります。

vTCPは、組み込みデータを書き直すために TCPペイロード全体を必要とする NATや Session
Initiation Protocol（SIP）などのアプリケーションに役立ちます。ファイアウォールでは vTCPを使
用して、ALGがパケット間でのデータ分割をサポートできるようにします。

ファイアウォールおよび NAT ALGを設定すると、vTCP機能が有効になります。

vTCPは、現在のところ、Real Time Streaming Protocol（RTSP）および DNS ALGをサポートして
います。

TCP 確認応答と確実な送信

vTCPは 2つの TCPホストの間に存在するため、TCPセグメントをもう一方のホストに送信する
前に一時的に保存するためのバッファスペースが必要です。vTCPはホスト間の適切なデータ伝
送を保証します。vTCPは伝送するデータがさらに必要な場合は、送信側ホストに TCP確認応答
（ACK）を送信します。また、TCPフローの最初から受信側ホストが送信する ACKをトラッキ
ングして、確認応答されたデータを詳細にモニタします。

vTCPは、TCPセグメントを再構成します。着信セグメントの IPヘッダーおよび TCPヘッダー情
報は、確実に送信されるように vTCPバッファに保存されます。

NAT対応アプリケーションの場合、vTCPは発信セグメントの長さにマイナーな変更を加えるこ
とができます。vTCPは最後のセグメントのデータ長を大きくするか、新しいセグメントを作成し
て、追加のデータを伝送することができます。新しく作成されたセグメントの IPヘッダーまたは
TCPヘッダーは、オリジナルの着信セグメントから派生したものです。IPヘッダーの合計の長さ
と TCPヘッダーのシーケンス番号は、必要に応じて調整されます。

NAT ALG とファイアウォール ALG を使用した vTCP
ALGは、NATおよびファイアウォールのサブコンポーネントです。NATとファイアウォールの
いずれにも、ダイナミックにALGを連結させるためのフレームワークがあります。ファイアウォー
ルがレイヤ 7インスペクションを実行する場合またはNATがレイヤ 7フィックスアップを実行す
る場合は、ALGによって登録されたパーサー機能が呼び出され、ALGがパケットインスペクショ
ンを引き継ぎます。vTCPは、NATまたはファイアウォールとこれらのアプリケーションを使用
するALGを仲介します。つまり、パケットは、まず、vTCPで処理されてから、ALGに渡されま
す。vTCPは、TCP接続内の両方向で TCPセグメントを再構築します。
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ALG の概要：高可用性をサポートする H.323 vTCP
ファイアウォールおよび NATの高可用性をサポートする ALG/H.323 vTCP機能は、単一の H.323
メッセージではない TCPセグメントをサポートするように H.323アプリケーションレベルゲー
トウェイ（ALG）を拡張します。H.323 ALGが vTCPと結合されると、ファイアウォールと NAT
は vTCPを使用してH.323ALGと対話するようになります。vTCPではバッファ内のデータをスタ
ンバイデバイスに同期できないため、vTCPがデータのバッファリングを開始すると高可用性
（HA）機能が影響を受けます。vTCPがデータをバッファリングしているときにスタンバイデバ
イスへのスイッチオーバーが発生すると、バッファ内のデータがスタンバイデバイスに同期され

ていないために接続がリセットされる可能性があります。vTCPがバッファ内のデータを確認応答
した後は、そのデータは失われ、接続がリセットされます。ファイアウォールとNATはHAを確
保するためにスタンバイデバイスにデータを同期しますが、vTCPがスタンバイデバイスに同期
するのは現在の接続のステータスだけなので、エラーが発生すると接続がリセットされます。

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

585

ファイアウォールと NAT に対するハイアベイラビリティサポートを使用した ALG - H.323 vTCP
ALG の概要：高可用性をサポートする H.323 vTCP



ファイアウォールと NAT に対するハイアベイラビリティ
サポートを使用した ALG - H.323 vTCP の設定方法

ALG の設定：ファイアウォール用のハイアベイラビリティサポートを
備えた H.323 vTCP

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. class-map type inspect match-anyclass-map-name
4. match protocolprotocol-name
5. match protocolprotocol-name
6. exit
7. policy-map type inspectpolicy-map-name
8. class type inspectclass-map-name
9. inspect
10. exit
11. class class-default
12. exit
13. zone securityzone-name
14. exit
15. zone-pair securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone
16. service-policy type inspectpolicy-map-name
17. exit
18. interfacetype number
19. zone member securityzone-name
20. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしますイネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

検査タイプクラスマップを作成し、QoS
クラスマップコンフィギュレーション

モードを開始します。

class-map type inspect match-anyclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect match-any h.323-class

ステップ 3   

指定されたプロトコルを基づいて、クラ

スマップの一致基準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol h323

ステップ 4   

指定されたプロトコルを基づいて、クラ

スマップの一致基準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol h323ras

ステップ 5   

QoSクラスマップコンフィギュレーショ
ンモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 6   

検査タイプポリシーマップを作成し、

QoSポリシーマップコンフィギュレー
ションモードを開始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect h.323-policy

ステップ 7   

アクションを実行するクラスを指定し、

QoSポリシーマップクラスコンフィギュ
レーションモードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect h.323-class

ステップ 8   

ステートフルパケットインスペクション

をイネーブルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 9   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュ
レーションモードを終了し、ポリシー

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステッ

プ 10   
マップコンフィギュレーションモードを

開始します。
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目的コマンドまたはアクション

ポリシーマップ設定を、事前に定義した

デフォルトクラスに適用します。

class class-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステッ

プ 11   

•設定済みクラスマップの一致基準の
いずれともトラフィックが一致しな

い場合、事前に定義されたデフォル

トクラスに誘導されます。

QoSポリシーマップコンフィギュレー
ションモードを終了し、グローバルコン

exit

例：
Device(config)# exit

ステッ

プ 12   
フィギュレーションモードを開始しま

す。

インターフェイスを割り当てることがで

きるセキュリティゾーンを作成し、セ

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security inside

ステッ

プ 13   
キュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

•ゾーンペアを作成するには2つのセ
キュリティゾーン（送信元ゾーンと

宛先ゾーン）が設定に含まれる必要

があります。

•ゾーンペアでは、送信元ゾーンまた
は宛先ゾーンとしてデフォルトゾー

ンを使用できます。

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコン

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 14   
フィギュレーションモードを開始しま

す。

セキュリティゾーンのペアを作成して、

セキュリティゾーンコンフィギュレー

ションモードを開始します。

zone-pair
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security inside-outside source
inside destination outside

ステッ

プ 15   

•ポリシーを適用するには、ゾーンペ
アを設定する必要があります。

ファイアウォールポリシーマップを宛先

ゾーンペアに付加します。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
h.323-policy

ステッ

プ 16   

•ゾーンのペア間でポリシーが設定さ
れない場合、トラフィックはデフォ

ルトでドロップされます。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンペアコンフィギュ

レーションモードを終了し、グローバル

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ

プ 17   
コンフィギュレーションモードを開始し

ます。

インターフェイスを設定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

ステッ

プ 18   

インターフェイスを指定したセキュリ

ティゾーンに割り当てます。

zone member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone member security inside

ステッ

プ 19   

•インターフェイスをセキュリティ
ゾーンのメンバーにした場合、方向

に関係なくインターフェイスを通過

するすべてのトラフィック（ルータ

宛のトラフィックまたはルータ発信

のトラフィックを除く）は、デフォ

ルトでドロップされます。トラ

フィックがインターフェイス通過す

るには、ゾーンをポリシーの適用先

のゾーンペアの一部にする必要があ

ります。ポリシーがトラフィックを

許可すると、トラフィックはそのイ

ンターフェイスを通過できます。

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権EXECモードを
開始します。

end

例：
Device(config-if)# end

ステッ

プ 20   
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ファイアウォールおよび NAT 対応のハイアベイラビリ
ティサポートを備えた ALG—H.323 vTCP の設定例

例：ファイアウォールに対するハイアベイラビリティサポートを使

用した ALG - H.323 vTCP の設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect h.323-class
Device(config-cmap)# match protocol h323
Device(config-cmap)# match protocol h323ras
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect h323-policy
Device(config-pmap)# class type inspect h323
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap)# exit
Device(config)# zone security inside
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security outside
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security inside-outside source inside destination outside
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect h.323-policy
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# zone-member security inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# zone-member security outside
Device(config-if)# end

ファイアウォールおよび NAT 対応のハイアベイラビリ
ティサポートを備えた ALG-H.323 vTCP に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

• Security Command Reference: Commands A to C』

• Security Command Reference: Commands D to L』

• Security Command Reference: Commands M to R』

• Security Command Reference: Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


マニュアルタイトル関連項目

『IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

ファイアウォールと NAT に対するハイアベイラビリティ
サポートを使用した ALG - H.323 vTCP に関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 43：ファイアウォールと NAT に対するハイアベイラビリティサポートを使用した ALG - H.323 vTCP に関す
る機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォールとNATに対するハイアベイラ
ビリティサポートを使用した ALG - H.323 vTCP
機能は、単一の H.323メッセージではない TCP
セグメントをサポートするように H.323 ALGを
拡張します。vTCPはセグメントの再構成をサ
ポートします。この機能が導入される前は、

H.323メッセージが完全な場合にのみ、H.323
ALGが TCPセグメントを処理していました。
TCPセグメントに複数のメッセージが含まれて
いた場合は、H.323 ALGが TCPセグメントを無
視し、そのパケットは処理されずに転送されて

いました。

Cisco IOS XE
リリース 3.7S

ファイアウォールと NATに対
するハイアベイラビリティサ

ポートを使用した ALG - H.323
vTCP
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第 33 章

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サ
ポート

IPv6ファイアウォールの FTP66 ALGサポート機能により、FTPを IPv6ファイアウォールと連動
させることができます。このモジュールでは、FTP66アプリケーションレベルゲートウェイ
（ALG）と連動するようにファイアウォール、ネットワークアドレス変換（NAT）、およびス
テートフル NAT64を設定する方法を説明します。

• 機能情報の確認, 593 ページ

• IPv6ファイアウォールに対する FTP66 ALGサポートに関する制約事項, 594 ページ

• IPv6ファイアウォールに対する FTP66 ALGサポートに関する情報, 594 ページ

• IPv6ファイアウォールに対する FTP66 ALGサポートの設定方法, 597 ページ

• IPv6ファイアウォールに対する FTP66 ALGサポートの設定例, 610 ページ

• IPv6ファイアウォールに対する FTP66 ALGサポートに関する追加情報, 611 ページ

• IPv6ファイアウォールに対する FTP66 ALGサポートに関する機能情報, 612 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートに関
する制約事項

FTP66 ALGは以下をサポートしません。

•ボックスツーボックスハイアベイラビリティ。

•サブスクライバ単位のファイアウォール。

•ステートレスネットワークアドレス変換 64（NAT64）。

•ステートフル NAT64が設定されている場合の Virtual Routing and Forwarding（VRF）。

•仮想 TCP（vTCP）または変換後の小パケットへのパケット分割。

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートに関
する情報

アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションレイヤゲートウェイとも
呼ばれ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーショ
ンです。ALGは、アプリケーションレイヤプロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネッ
トワークアドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクション
は、ファイアウォールおよびNATの設定に応じて次の 1つまたは複数のアクションになります。

•クライアントアプリケーションが、ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用してサーバ
アプリケーションと通信できるようにします。

•アプリケーション固有のコマンドを認識し、これらのコマンドに対するきめ細かいセキュリ
ティ制御を提供します。

•データ交換を行う 2つのホスト間の複数のデータストリームまたはデータセッションを同
期します。

•アプリケーションペイロードで使用できるネットワーク層アドレス情報を変換します。

ファイアウォールがピンホールを開き、アプリケーションレイヤデータストリームの送信元 IP
アドレスおよび宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックに対する変換サービ
スをNATが実行します。IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションに
は ALGのサポートが必要です。
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FTP66 ALG サポートの概要
ファイアウォールでは、IPv6パケットとステートフルネットワークアドレス変換 64（NAT64）
のインスペクションをサポートしています。FTPを IPv6パケットインスペクションに基づいて機
能させるには、アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）（別名アプリケーションレベルゲート
ウェイ（ALG））FTP66が必要です。FTP66 ALGは、オールインワン FTP ALGおよびワン FTP
ALGとも呼ばれています。

FTP66 ALGでは、次の機能をサポートしています。

•ファイアウォール IPv4パケットインスペクション

•ファイアウォール IPv6パケットインスペクション

• NATの設定

• NAT64の設定（FTP64サポートを使用）

• NATとファイアウォールの設定

• NAT64とファイアウォールの設定

FTP66 ALGには、次のセキュリティ上の脆弱性があります。

•パケットセグメンテーション攻撃：FTPALGステートマシンではセグメント化されたパケッ
トを検出できます。完全なパケットを受信するまで、ステートマシンの処理は停止します。

•バウンス攻撃：FTP ALGは、番号が 1024未満のデータポートでドア（NATの場合）やピン
ホール（ファイアウォールの場合）を作成しません。バウンス攻撃の防止がアクティブにな

るのは、ファイアウォールが有効にされている場合のみです。

FTP66 ALG でサポートされる FTP コマンド
FTP66アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、RFC 959に基づいています。この項で
は、FTP66 ALGが処理する、RFC 959および RFC 2428の主要な FTPコマンドと応答について説
明します。

PORT コマンド

PORTコマンドは、アクティブ FTPモードで使用されます。PORTコマンドでは、サーバの接続
先とするアドレスとポート番号を指定します。このコマンドを使用する際の引数は、32ビットの
インターネットホストアドレスと 16ビットの TCPポートアドレスを連結したものです。このア
ドレス情報は 8ビットのフィールドに分割されて、各フィールドの値が 10進数（文字列表現）と
して送信されます。フィールドはカンマで区切ります。

次に示す PORTコマンドの例では、h1がインターネットホストアドレスの最上位 8ビットです。
PORT h1,h2,h3,h4,p1,p2
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PASV コマンド

PASVコマンドは、サーバに対し、TRANSFERコマンドの受信時に別の接続を開始するのではな
く、サーバのデフォルト以外のデータポートでリッスンして接続を待機するよう要求します。

PASVコマンドへの応答には、サーバがリッスンしているホストおよびポートアドレスが組み込
まれます。

拡張 FTP コマンド

拡張 FTPコマンドは、FTPで IPv4以外のネットワークプロトコルのデータ接続エンドポイント
情報を伝える手段になります。拡張 FTPコマンドは、RFC 2428で規定されています。RFC 2428
では、拡張 FTPコマンドの EPRTと EPSVが FTPコマンドの PORTと PASVにそれぞれ置き換
わっています。

EPRT コマンド

EPRTコマンドでは、データ接続の拡張アドレスを指定できます。拡張アドレスは、ネットワーク
プロトコル、ネットワークアドレス、トランスポートアドレスで構成する必要があります。EPRT
コマンドの形式は次のとおりです。

EPRT<space><d><net-prt><d><net-addr><d><tcp-port><d>

• <net-prt>引数はアドレスファミリ番号であり、次の表に示すように定義する必要がありま
す。

表 44：<net-prt> 引数の定義

プロトコルアドレスファミリ番号

IPv4（Pos81a）1

IPv6（DH96）2

• <net-addr>引数は、プロトコル固有のネットワークアドレスの文字列表現です。上記の表で
指定されているアドレスファミリ番号（アドレスファミリ番号 1と 2）は、次の表に記載す
るアドレス形式にする必要があります。

例アドレス形式アドレスファミリ番号

10.135.1.2ドット付き 10進法1

2001:DB8:1::1DH96で定義されている IPv6文
字列形式

2

• <tcp-port>引数は、ホストがデータ接続をリッスンしている TCPポート番号の文字列形式に
する必要があります。
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•次のコマンドは、サーバに対し、IPv4アドレスを使用してホスト 10.235.1.2へのデータ接続
を TCPポート 6275で開くように指示する方法を示しています。
EPRT |1|10.235.1.2|6275|

•次のコマンドは、サーバに対し、IPv6ネットワークプロトコルとネットワークアドレスを
使用して TCPデータ接続をポート 5282で開くように指示する方法を示しています。
EPRT |2|2001:DB8:2::2:417A|5282|

• <d>引数は区切り文字です。この引数は、ASCII形式の 33から 126までの範囲の値にする必
要があります。

EPSV コマンド

EPSVコマンドでは、サーバに対し、データポートでリッスンして接続を待機するよう要求しま
す。このコマンドの応答には、リッスンする接続の TCPポート番号だけが組み込まれます。拡張
アドレスを使用してパッシブモードを開始するための応答コードは 229です。

EPSVコマンドに対して返されるテキストは、次の形式になります。
(<d><d><d><tcp-port><d>)

•カッコで囲まれた文字列の部分は、EPRTコマンドでデータ接続を開くために必要な文字列
と正確に一致する必要があります。

カッコ内の最初の 2つのフィールドは空白でなければなりません。3番目のフィールドは、
サーバがデータ接続をリッスンしている TCPポート番号の文字列表現でなければなりませ
ん。データ接続で使用されるネットワークプロトコルは、制御接続で使用されるネットワー

クプロトコルと同じです。データ接続を確立するために使用されるネットワークアドレス

は、制御接続に使用されるネットワークアドレスと同じです。

•次に、応答文字列の例を示します。
Entering Extended Passive Mode (|||6446|)

次の FTP応答およびコマンドも、FTP66ALGによって処理されます。これらのコマンドの実行結
果は、ステートマシンの遷移を操作するために使用されます。

• 230応答メッセージ

• AUTH

• USER

• PASS

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートの設
定方法

FTP66 ALG サポート用のファイアウォールの設定
match protocol ftpコマンドを使用して FTP66ALGを明示的にイネーブルにする必要があります。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. class-map type inspect match-anyclass-map-name
4. match protocolprotocol-name
5. exit
6. policy-map type inspectpolicy-map-name
7. class type inspectclass-map-name
8. inspect
9. exit
10. class class-default
11. exit
12. exit
13. zone securityzone-name
14. exit
15. zone-pair securityzone-pairsourcesource-zonedestinationdestination-zone
16. service-policy type inspectpolicy-map-name
17. exit
18. interfacetype number
19. no ip address
20. ip virtual-reassembly
21. zone-member securityzone-name
22. negotiation auto
23. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
24. cdp enable
25. exit
26. ipv6 routeipv6-prefix/prefix-length interface-type interface-number
27. ipv6 neighboripv6-address interface-type interface-number hardware-address
28. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

検査タイプクラスマップを作成し、QoSク
ラスマップコンフィギュレーションモード

を開始します。

class-map type inspect match-anyclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect match-any
in2out-class

ステップ 3   

指定されたプロトコルに基づいて、クラス

マップの一致基準を設定します。

match protocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol ftp

ステップ 4   

QoSクラスマップコンフィギュレーション
モードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 5   

検査タイプポリシーマップを作成し、QoS
ポリシーマップコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

policy-map type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect in-to-out

ステップ 6   

アクションを実行する対象のクラスを指定

し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュ
レーションモードを開始します。

class type inspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect in2out-class

ステップ 7   

ステートフルパケットインスペクションを

イネーブルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 8   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレー
ションモードを終了し、QoSポリシーマッ

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 9   

プコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

定義済みのデフォルトクラスにポリシーマッ

プ設定を適用して、QoSポリシーマップク
class class-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 10   

ラスコンフィギュレーションモードを開始

します。

•設定済みクラスマップのどの一致基準
ともトラフィックが一致しない場合、事
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目的コマンドまたはアクション

前に定義されたデフォルトクラスに誘

導されます。

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレー
ションモードを終了し、QoSポリシーマッ

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 11   

プコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

QoSポリシーマップコンフィギュレーショ
ンモードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 12   

インターフェイスを割り当てることができる

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティ

zone securityzone-name

例：
Device(config)# zone security inside

ステップ 13   

ゾーンコンフィギュレーションモードを開

始します。

•ゾーンペアを作成するには2つのセキュ
リティゾーン（送信元ゾーンと宛先ゾー

ン）が設定に含まれる必要があります。

•ゾーンペアでは、送信元ゾーンまたは
宛先ゾーンとしてデフォルトゾーンを

使用できます。

セキュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 14   

セキュリティゾーンのペアを作成して、セ

キュリティゾーンコンフィギュレーション

モードを開始します。

zone-pair
securityzone-pairsourcesource-zonedestinationdestination-zone

例：
Device(config)# zone-pair security in2out source inside
destination outside

ステップ 15   

•ポリシーを適用するには、ゾーンペア
を設定する必要があります。

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾー

ンペアに付加します。

service-policy type inspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type
inspect in-to-out

ステップ 16   

•ゾーンのペア間でポリシーが設定されな
い場合、トラフィックはデフォルトでド

ロップされます。
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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンペアコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 17   

インターフェイスを設定し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

ステップ 18   

IPアドレスを削除するか、IP処理をディセー
ブルにします。

no ip address

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 19   

インターフェイスでの仮想フラグメンテー

ション再構成（VFR）をイネーブルにしま
す。

ip virtual-reassembly

例：
Device(config-if)# ip virtual-reassembly

ステップ 20   

インターフェイスを指定したセキュリティ

ゾーンに割り当てます。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security inside

ステップ 21   

•インターフェイスをセキュリティゾー
ンのメンバーにした場合、そのインター

フェイスを通して送受信されるすべての

トラフィックは、デフォルトでドロップ

されます（ただしデバイス宛のトラ

フィックとデバイス発のトラフィックを

除く）。トラフィックがインターフェイ

ス通過するには、ゾーンをポリシーの適

用先のゾーンペアの一部にする必要が

あります。ポリシーがトラフィックを許

可すると、トラフィックはそのインター

フェイスを通過できます。

ギガビットイーサネットインターフェイス

の速度、デュプレックス、および自動フロー

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 22   

制御を自動ネゴシエーションプロトコルで設

定できるようにします。

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて
IPv6アドレスを設定し、インターフェイスに
おける IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1::1/96

ステップ 23   

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

601

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポート
FTP66 ALG サポート用のファイアウォールの設定



目的コマンドまたはアクション

インターフェイスで Cisco Discovery Protocol
をイネーブルにします。

cdp enable

例：
Device(config-if)# cdp enable

ステップ 24   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了し、グローバルコンフィギュ

レーションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 25   

スタティック IPv6ルートを確立します。ipv6 routeipv6-prefix/prefix-length interface-type
interface-number

ステップ 26   

例：
Device(config)# ipv6 route 2001::/96 gigabitethernet
0/0/1

IPv6ネイバー探索キャッシュのスタティック
エントリを設定します。

ipv6 neighboripv6-address interface-type interface-number
hardware-address

例：
Device(config)# ipv6 neighbor 2001:DB8:1::1
gigabitethernet 0/0/1 0000.29f1.4841

ステップ 27   

グローバルコンフィギュレーションモード

を終了し、特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 28   
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FTP66 ALG サポート用の NAT の設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. interfacetype number
4. ip addressip-address mask
5. ip nat inside
6. zone-member securityzone-name
7. exit
8. interfacetype number
9. ip addressip-address mask
10. ip nat outside
11. zone-member securityzone-name
12. exit
13. ip nat inside source staticlocal-ip global-ip
14. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/2

ステップ 3   

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまたはセカン
ダリ IPアドレスを設定します。

ip addressip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.1.1 255.255.255.0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスが内部ネットワーク（NAT変換の対象となる
ネットワーク）に接続されていることを示します。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 5   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当てま

す。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security inside

ステップ 6   

•インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバーにした
場合、そのインターフェイスを通して送受信されるすべて

のトラフィックは、デフォルトでドロップされます（ただ

しデバイス宛のトラフィックとデバイス発のトラフィック

を除く）。トラフィックがインターフェイス通過するに

は、ゾーンをポリシーの適用先のゾーンペアの一部にする

必要があります。ポリシーがトラフィックを許可すると、

トラフィックはそのインターフェイスを通過できます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、グ

ローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 8   

インターフェイスが内部ネットワーク（NAT変換の対象となる
ネットワーク）に接続されていることを示します。

ip addressip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
10.2.1.1 255.255.255.0

ステップ 9   

インターフェイスが外部ネットワークに接続されていることを

示します。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 10   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当てま

す。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security outside

ステップ 11   

•インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバーにした
場合、そのインターフェイスを通して送受信されるすべて

のトラフィックは、デフォルトでドロップされます（ただ

しデバイス宛のトラフィックとデバイス発のトラフィック

を除く）。トラフィックがインターフェイス通過するに
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目的コマンドまたはアクション

は、ゾーンをポリシーの適用先のゾーンペアの一部にする

必要があります。ポリシーがトラフィックを許可すると、

トラフィックはそのインターフェイスを通過できます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、グ

ローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 12   

内部送信元アドレスの NATをイネーブルにします。ip nat inside source staticlocal-ip
global-ip

ステップ 13   

例：
Device(config)# ip nat inside
source static 10.1.1.10 10.1.1.80

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、特権EXEC
モードを開始します。

end

例：
Device(config)# end

ステップ 14   

セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォール

605

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポート
FTP66 ALG サポート用の NAT の設定



FTP66 ALG サポート用 NAT64 の設定

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. interfacetype number
5. no ip address
6. ipv6 virtual-reassembly
7. zone-member securityzone-name
8. negotiation auto
9. ipv6 addressipv6-address
10. ipv6 enable
11. nat64 enable
12. cdp enable
13. exit
14. interfacetype number
15. ip addresstype number
16. ip virtual-reassembly
17. zone member securityzone-name
18. negotiation auto
19. nat64 enable
20. exit
21. ipv6 routeipv6-address interface-type interface-number
22. ipv6 neighboripv6-address interface-type interface-number hardware-address
23. nat64 v6v4 staticipv6-address ipv4-address
24. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにしま
す。

ipv6 unicast-routing

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 3   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 4   

IPアドレスを削除するか、IP処理をディセーブルにします。no ip address

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 5   

インターフェイスでの仮想フラグメンテーション再構成

（VFR）をイネーブルにします。
ipv6 virtual-reassembly

例：
Device(config-if)# ipv6
virtual-reassembly

ステップ 6   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone-member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security inside

ステップ 7   

•インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバーに
した場合、そのインターフェイスを通して送受信され

るすべてのトラフィックは、デフォルトでドロップさ

れます（ただしデバイス宛のトラフィックとデバイス

発のトラフィックを除く）。トラフィックがインター

フェイス通過するには、ゾーンをポリシーの適用先の

ゾーンペアの一部にする必要があります。ポリシーが

トラフィックを許可すると、トラフィックはそのイン

ターフェイスを通過できます。

ギガビットイーサネットインターフェイスの速度、デュプ

レックス、および自動フロー制御を自動ネゴシエーション

プロトコルで設定できるようにします。

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 8   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アドレスを
設定し、インターフェイスにおける IPv6処理をイネーブル
にします。

ipv6 addressipv6-address

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::2/96

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

明示的な IPv6アドレスが設定されていないインターフェイ
スにおける IPv6処理をイネーブルにします。

ipv6 enable

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 10   

インターフェイスで NAT64をイネーブルにします。nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 11   

インターフェイスで Cisco Discovery Protocolをイネーブルに
します。

cdp enable

例：
Device(config-if)# cdp enable

ステップ 12   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 13   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 14   

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまたはセ
カンダリ IPアドレスを設定します。

ip addresstype number

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.25 255.255.255.0

ステップ 15   

インターフェイスで VFRをイネーブルにします。ip virtual-reassembly

例：
Device(config-if)# ip
virtual-reassembly

ステップ 16   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone member securityzone-name

例：
Device(config-if)# zone member
security outside

ステップ 17   

•インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバーに
した場合、方向に関係なくインターフェイスを通過す

るすべてのトラフィック（ルータ宛のトラフィックま

たはルータ発信のトラフィックを除く）は、デフォル

トでドロップされます。トラフィックがインターフェ

イス通過するには、ゾーンをポリシーの適用先のゾー

ンペアの一部にする必要があります。ポリシーがトラ
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目的コマンドまたはアクション

フィックを許可すると、トラフィックはそのインター

フェイスを通過できます。

ギガビットイーサネットインターフェイスの速度、デュプ

レックス、および自動フロー制御を自動ネゴシエーション

プロトコルで設定できるようにします。

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 18   

インターフェイスで NAT64をイネーブルにします。nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 19   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 20   

スタティック IPv6ルートを確立し、指定したネットワーク
への到達に使用できるネクストホップの IPv6アドレスを指
定します。

ipv6 routeipv6-address interface-type
interface-number

例：
Device(config)# ipv6 route
2001:DB8:1::2/96 gigabitethernet
0/0/0

ステップ 21   

IPv6ネイバー探索キャッシュのスタティックエントリを設
定します。

ipv6 neighboripv6-address interface-type
interface-number hardware-address

例：
Device(config)# ipv6 neighbor
2001:DB8:1::103 gigabitethernet
0/0/0 0000.29f1.4841

ステップ 22   

NAT64の IPv6送信元アドレスを IPv4送信元アドレスに、お
よび IPv4宛先アドレスを IPv6宛先アドレスに変換します。

nat64 v6v4 staticipv6-address
ipv4-address

例：
Device(config)# nat64 v6v4 static
2001:DB8:1::103 209.165.201.32

ステップ 23   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、特権

EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 24   
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IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートの設
定例

例：FTP66 ALG サポート用の IPv6 ファイアウォールの設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect match-any in2out-class
Device(config-cmap)# match protocol ftp
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map type inspect in-to-out
Device(config-pmap)# class type inspect in2out-class
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit
Device(config)# zone security inside
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security outside
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security in2out source inside destination outside
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect in-to-out
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# ip virtual-reassembly
Device(config-if)# zone-member security inside
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1::1/96
Device(config-if)# cdp enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# ip virtual-reassembly
Device(config-if)# zone-member security outside
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2::2/96
Device(config-if)# exit
Device(config)# ipv6 route 2001::/96 gigabitethernet 0/0/1
Device(config)# ipv6 route 2001::/96 gigabitethernet 0/1/1
Device(config)# ipv6 neighbor 2001:DB8:1::1 gigabitethernet 0/0/1 0000.29f1.4841
Device(config)# ipv6 neighbor 2001:DB8:2::2 gigabitethernet 0/1/1 0000.29f1.4842
Device(config)# end

例：FTP66 ALG サポート用の NAT の設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/2
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# zone-member security inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# zone-member security outside
Device(config-if)# exit
Device(config-if)# ip nat inside source static 10.1.1.10 10.1.1.80
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例：FTP66 ALG サポート用の NAT64 の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# ipv6 virtual-reassembly
Device(config-if)# zone-member security inside
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1::2/96
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# cdp enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# ip address 209.165.201.25 255.255.255.0
Device(config-if)# ip virtual-reassembly
Device(config-if)# zone member security outside
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# ipv6 route 2001:DB8:1::2/96 gigabitethernet 0/0/0
Device(config)# 2001:DB8:1::103 gigabitethernet 0/0/0 0000.29f1.4841
Device(config)# nat64 v6v4 static 2001:DB8:1::103 209.165.201.32

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートに関
する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Security Command Reference: Commands A
to C』

•『Security Command Reference: Commands D
to L』

•『Security Command Reference: Commands M
to R』

•『Security Command Reference: Commands S to
Z』

セキュリティコマンド

『IP Addressing Command Reference』NATコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html


標準および RFC

タイトル標準/RFC

『File Transfer Protocol』RFC 959

『FTP Extensions for IPv6 and NATs』RFC 2428

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートに関
する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 45：IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

IPv6ファイアウォールの FTP66 ALG
サポート機能により、FTPを IPv6ファ
イアウォールと連動させることができ

ます。このモジュールでは、FTP66ア
プリケーションレベルゲートウェイ

（ALG）と連動するように、ファイア
ウォール、ネットワークアドレス変換

（NAT）、およびNAT64を設定する方
法について説明します。

Cisco IOS XEリリース 3.7SIPv6ファイアウォール
に対するFTP66ALGサ
ポート
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第 34 章

NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化

NATおよびファイアウォール向けの SIP ALGハードニング機能は、ネットワークアドレス変換
（NAT）とファイアウォールの既存の Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーションレベル
ゲートウェイ（ALG）サポートに対して、より優れたメモリ管理と RFC準拠性を提供します。
この機能は次の点で強化されています。

•すべての SIPレイヤ 7データ用のローカルデータベースの管理

• Viaヘッダーの処理

•追加 SIPメソッドの記録に関するサポート

•暫定応答確認（PRACK）コールフローのサポート

• Record-Routeヘッダーのサポート

上記の機能強化はデフォルトで使用できます。NATやファイアウォールでの追加設定は必要あ
りません。

このモジュールでは、SIP ALGの機能拡張について説明し、SIPに対する NATおよびファイア
ウォールのサポートを有効にする方法について説明します。

• 機能情報の確認, 616 ページ

• NATとファイアウォールの SIP ALG強化に関する制約事項, 616 ページ

• NATとファイアウォールの SIP ALG強化に関する情報, 616 ページ

• NATとファイアウォールに対する SIP ALG強化の設定方法, 620 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する制約事
項

• Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、セキュ
リティ機能を提供しません。

• SIP ALGはコール IDに基づいてローカルデータベースを管理します。2台のクライアント
からコール IDが同じ 2つのコールが送られ、コール IDが重複するという、異常ケースが発
生する場合もあるかもしれません。

NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する情報

SIP の概要
Session Initiation Protocol（SIP）は、1人または複数の参加者とのセッションを作成、変更、およ
び終了するためのアプリケーション層コントロール（シグナリング）プロトコルです。SIPセッ
ションには、インターネット電話の通話、マルチメディアの配布、マルチメディア会議などがあ

ります。SIPは HTTPのような要求/応答トランザクションモデルに基づいています。各トランザ
クションは、サーバで特定のメソッドまたは関数を呼び出す 1つの要求と 1つ以上の応答で構成
されます。

セッションの作成に使用される SIPの招待は、互換性のあるメディアタイプのセットに参加者が
同意できるセッション記述を伝送しています。SIPは、プロキシサーバと呼ばれる要素を利用し
て、ユーザの所在地への要求のルーティング、サービスのためのユーザ認証および認可、プロバ

イダーのコールルーティングポリシーの実装、およびユーザへの機能提供を行っています。ま

た、SIPには、プロキシサーバから使用できるように、ユーザの所在地をアップロードできる登
録機能があります。SIPは複数のトランスポートプロトコルを基礎として実行されます。
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アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーションレイヤゲートウェイとも
呼ばれ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーショ
ンです。ALGは、アプリケーションレイヤプロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネッ
トワークアドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクション
は、ファイアウォールおよびNATの設定に応じて次の 1つまたは複数のアクションになります。

•クライアントアプリケーションが、ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用してサーバ
アプリケーションと通信できるようにします。

•アプリケーション固有のコマンドを認識し、これらのコマンドに対するきめ細かいセキュリ
ティ制御を提供します。

•データ交換を行う 2つのホスト間の複数のデータストリームまたはデータセッションを同
期します。

•アプリケーションペイロードで使用できるネットワーク層アドレス情報を変換します。

ファイアウォールがピンホールを開き、アプリケーションレイヤデータストリームの送信元 IP
アドレスおよび宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックに対する変換サービ
スをNATが実行します。IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションに
は ALGのサポートが必要です。

SIP ALG ローカルデータベース管理
Session Initiation Protocol（SIP）トランクは、サービスプロバイダーへの IP PBXの直接接続で、
SIPを使用して IPネットワークを経由します。SIPトランクでは、多数の同時コールを実現でき
ます。コールセットアッププロセスの間に、すべてのコールはコール確立のために同じ制御チャ

ネルを使用します。複数のコールが、コールセットアップ用に同じ制御チャネルを使用します。

同じ制御チャネルが複数のコールで使用されると、制御チャネルセッションに保存されたステー

トフル情報の信頼性が低くなります。SIPステートフル情報は、メディアデータを送信するクラ
イアントおよびサーバエンドポイントで使用される IPアドレスやポート番号などのメディアチャ
ネル情報で構成されています。メディアチャネル情報は、ファイアウォールおよび NATに対し
て、それぞれのデータチャネルのファイアウォールピンホールとネットワークアドレス変換

（NAT）ドアを作成するために使用されます。複数のコールがコールセットアップ用に同じ制御
チャネルを使用するため、メディアデータの複数のセットが存在します。

SIPトランクでは、複数のコールが同じファイアウォールおよび NATセッションを共有します。
NATおよびファイアウォールは、SIPパケットの5つのタプル（送信元アドレス、宛先アドレス、
発信元ポート、宛先ポート、およびプロトコル）を使用して、SIPセッションを識別および管理し
ます。5つのタプルを使用してコールを識別および照合する従来の方法は、SIPトランキングを完
全にはサポートしないため、レイヤ 7データのメモリリークやコール照合の問題が発生すること
がよくあります。

他のアプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）とは対照的に、SIP ALGはローカルデータ
ベースを使用して、通常の SIPコールおよび SIPトランクに埋め込まれた SIPコールに含まれる
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すべてのメディア関連の情報を保存することで、SIPレイヤ 7データを管理します。SIPALGは、
SIPメッセージに含まれるコール IDヘッダーフィールドを使用してローカルデータベース内で
一致するコールを検索し、コールを管理および終了します。コール IDヘッダーフィールドは、
同じ SIPダイアログに属するメッセージを識別するダイアログ識別子です。

SIP ALGは、コール IDを使用してローカルデータベース内を検索し、メモリリソースを管理し
ます。SIP ALGがデータベースからレイヤ 7データレコードを解放できない特定の状況で、リ
ソースの管理と解放にセッションタイマーが使用され、データベース内に停止したコールレコー

ドが存在しないようにします。

すべてのレイヤ7データはローカルデータベースを使用したSIPALGにより管理されるので、
SIP ALGは SIPレイヤ 7データを解放するためにファイアウォールおよび NATに応答しませ
ん。SIP ALGはデータを自ら解放します。clearコマンドを使用して、すべての NAT変換およ
びファイアウォールセッションをクリアした場合、ローカルデータベース内の SIPレイヤ 7
データは解放されません。

（注）

SIP ALG Via ヘッダーのサポート
Session Initiation Protocol (SIP) INVITE要求には、Viaヘッダーフィールドが含まれます。Viaヘッ
ダーフィールドは、SIP要求によって採用される転送パスを示します。Viaヘッダーには、後続の
SIP応答のリターンパスに関する情報も含まれます。その中には応答メッセージが送信される IP
アドレスとポートが含まれます。

SIP ALGは、確認応答（ACK）メッセージを除き、受信した SIP要求の Viaヘッダーフィールド
内の最初の値に基づいて、ファイアウォールピンホールまたはネットワークアドレス変換（NAT）
ドアを作成します。最初のViaヘッダーにポート番号情報がない場合、ポート番号は 5060である
とみなされます。

SIP ALG メソッドロギングのサポート
NATおよびファイアウォール向けのSIPALGハードニング機能は、Session InitiationProtocol（SIP）
アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）の統計情報で次のメソッドの詳細なロギングをサ
ポートします。

• PUBLISH

• OPTIONS

• 1XX（100、180、183を除く）

• 2XX（200を除く）

SIPALG統計情報に記録される既存のSIPメソッドにはACK、BYE、CANCEL、INFO、INVITE、
MESSAGE、NOTIFY、REFER、REGISTER、SUBSCRIBE、および 1XX-6XXがあります。
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SIP ALG PRACK コールフローのサポート
Session Initiation Protocol（SIP）は、最終と暫定という 2つのタイプの応答を定義します。最終応
答は、要求処理の結果を知らせるもので、確実に送信されます。一方で暫定応答は、要求処理の

進行状況に関する情報を提供しますが、確実には送信されません。

暫定応答確認（PRACK）は、暫定応答の確認応答（ACK）システムを提供する SIPメソッドで
す。PRACKを使用すると、SIPエンドポイント間の SIPの暫定応答を確実に交換できます。SIP
の信頼性の高い暫定応答は、メディア情報が交換され、リソース予約がコールの接続前に実行で

きるようにします。

SIPは、接続ネゴシエーション中、Session Description Protocol（SDP）の接続、メディア、および
属性のフィールドを使用します。SIPアプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、PRACK
メッセージ内の SDP情報をサポートします。メディア情報が PRACKメッセージ内に存在する場
合、SIP ALGはメディア情報を取得して処理します。SIP ALGはまた、後続のメディアストリー
ムのメディアチャネルの作成を処理します。SIP ALGは PRACKメッセージ内の SDP情報に基づ
いてファイアウォールピンホールおよび NATドアを作成します。

SIP ALG Record-Route ヘッダーのサポート
Record-Routeヘッダーフィールドは、Session Initiation Protocol（SIP）プロキシによって SIP要求
に追加され、SIPダイアログ内の将来の要求がプロキシを介してルーティングされることを強制し
ます。その後、ダイアログ内で送信されるメッセージはすべての SIPプロキシを通過し、
Record-Routeヘッダーフィールドが SIP要求に追加されます。Record-Routeヘッダーフィールド
には、プロキシを識別する、グローバルに到達可能なUniform Resource Identifier（URI）が含まれ
ます。

SIPアプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、Contactヘッダーを解析し、Contactヘッ
ダー内の IPアドレスとポート番号を使用して、ファイアウォールピンホールとネットワークア
ドレス変換（NAT）ドアを作成します。さらに、SIP ALGは、プロキシを経由してルーティング
される将来のメッセージ用のファイアウォールピンホールと NATドアを作成するために、
Record-Routeヘッダーの解析をサポートします。

Record-Routeヘッダーの解析によって、SIP ALGは次のシナリオをサポートします。

• Cisco ASR 1000アグリゲーションサービスルータは、2つのプロキシの間に配置されます。

• Cisco ASR 1000アグリゲーションサービスルータは、ユーザエージェントクライアント
（UAC）とプロキシの間に配置されます。

• Cisco ASR 1000アグリゲーションサービスルータは、プロキシとユーザエージェントサー
バ（UAS）の間に配置されます。

•クライアントとサーバの間にプロキシは存在しません。このシナリオでは、レコードルー
ティングは発生しません。
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NAT とファイアウォールに対する SIP ALG 強化の設定方
法

SIP の NAT サポートの有効化
SIPの NATサポートは、デフォルトでポート 5060でイネーブルになっています。この機能が無
効になっている場合、SIPの NATサポートを再びイネーブルにするには、次の作業を実行しま
す。SIPの NATサポートを無効にするには、no ip nat service sipコマンドを使用します。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ip nat service sip {tcp | udp} portport-number
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

SIPの NATサポートを有効にします。ip nat service sip {tcp | udp} portport-number

例：
Device(config)# ip nat service sip tcp
port 5060

ステップ 3   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 4   
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SIP インスペクションの有効化

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. exit
6. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
7. classtypeinspectclass-map-name
8. inspect
9. exit
10. classclass-default
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

検査タイプクラスマップを作成し、クラスマップコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sip-class1

ステップ 3   

名前付きプロトコルに基づいてクラスマップの一致

基準を設定します。

matchprotocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol sip

ステップ 4   

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

検査タイプポリシーマップを作成し、ポリシーマッ

プコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
sip-policy

ステップ 6   

アクションを実行するクラスを指定し、ポリシーマッ

プクラスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

classtypeinspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
sip-class1

ステップ 7   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブ

ルにします。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 8   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 9   

これらのポリシーマップ設定が事前に定義したデフォ

ルトクラスに適用されることを指定します。

classclass-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 10   

•設定済みクラスマップの一致基準のいずれとも
トラフィックが一致しない場合、事前に定義さ

れたデフォルトクラスに誘導されます。

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-pmap)# end

ステップ 11   
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ゾーンペアの設定と SIP ポリシーマップのアタッチ

手順の概要

1. イネーブル化
2. configureterminal
3. zonesecurity {zone-name | default}
4. exit
5. zonesecurity {zone-name | default}
6. exit
7. zone-pairsecurityzone-pair-name [source {source-zone-name | self | default} destination

[destination-zone-name | self | default]]
8. service-policytypeinspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetypenumber
11. zone-membersecurityzone-name
12. exit
13. interfacetypenumber
14. zone-membersecurityzone-name
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 3   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ

ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security zone2

ステップ 5   

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

zone-pairsecurityzone-pair-name [source
{source-zone-name | self | default}
destination [destination-zone-name | self |
default]]

ステップ 7   

ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定する

必要があります。

（注）

例：
Device(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

ファイアウォールポリシーマップを宛先ゾーンペアに付加

します。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
sip-policy

ステップ 8   

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、

トラフィックはデフォルトでドロップされます。

（注）

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーションモードを

終了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 10   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone1

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバー

にした場合、そのインターフェイスを通して送受

信されるすべてのトラフィックは、デフォルトで

ドロップされます（ただしデバイス宛のトラフィッ

クとデバイス発のトラフィックを除く）。トラ

フィックがインターフェイス通過するには、ゾー

ンをポリシーの適用先のゾーンペアの一部にする

必要があります。ポリシーがトラフィックを許可

すると、トラフィックはそのインターフェイスを

通過できます。

（注）

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 12   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 13   

インターフェイスを指定したセキュリティゾーンに割り当

てます。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone2

ステップ 14   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 15   

NAT とファイアウォールに対する SIP ALG 強化の設定例

例：SIP サポート用の NAT の有効化
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat service sip tcp port 5060
Device(config)# end
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例：SIP インスペクションの有効化
class-map type inspect match-any sip-class1
match protocol sip
!
policy-map type inspect sip-policy
class type inspect sip-class1
inspect

!
class class-default

例：ゾーンペアの設定と SIP ポリシーマップのアタッチ
zone security zone1
!
zone security zone2
!
zone-pair security in-out source zone1 destination zone2
service-policy type inspect sip-policy
!
interface gigabitethernet 0/0/0
zone security zone1
!
interface gigabitethernet 0/1/1
zone security zone2

NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する追加情
報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IP Addressing: NAT Configuration Guide』NAT設定

『セキュリティ設定ガイド：ゾーンベースポリシーファイアウォー

ル』

ファイアウォールの設定

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference: Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


マニュアルタイトル関連項目

『NAT and Firewall ALG and AIC Support on Cisco ASR 1000 Series
Aggregation Services Routers』マトリックス

NATとファイアウォール
ALGのサポート

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『SIP: Session Initiation Protocol』RFC 3261

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントのWeb
サイトではリソースをオンラインで提供してお

り、マニュアル、ソフトウェア、およびツール

をダウンロードできます。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する機能情
報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/technical_references/asr1000alg_support.pdf
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 46：NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する機能情報

機能情報リリース機能名

NATとファイアウォールのSIP
ALG強化機能は、既存の NAT
とファイアウォールのSIPALG
サポートでより適切なメモリ管

理と RFC準拠を可能にしま
す。

Cisco IOS XEリリース 3.8SNATとファイアウォールのSIP
ALG強化
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第 35 章

DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンス

DoS攻撃に対するSIPALGレジリエンス機能は、Session InitiationProtocol（SIP）アプリケーショ
ンレイヤゲートウェイ（ALG）へのサービス妨害（DoS）攻撃に対する保護を提供します。こ
の機能は、DoS攻撃を防ぐために、設定可能なロック制限、動的ブラックリスト、および設定可
能なタイマーをサポートします。

このモジュールでは、機能と SIPアプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）に対する DoS
保護の設定方法を説明します。ネットワークアドレス変換およびゾーンベースポリシーファイ

アウォールは、この機能をサポートしています。

• 機能情報の確認, 629 ページ

• DoS攻撃に対する SIP ALGレジリエンスに関する情報, 630 ページ

• DoS攻撃に対する SIP ALGレジリエンスの設定方法, 632 ページ

• DoS攻撃に対する SIP ALGレジリエンスの設定例, 636 ページ

• DoS攻撃に対する SIP ALGレジリエンスに関する追加情報, 636 ページ

• DoS攻撃に対する SIP ALGレジリエンスに関する機能情報, 638 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスに関する情報

DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの概要
DoS攻撃に対する SIP ALGレジリエンス機能は、Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーショ
ンレイヤゲートウェイ（ALG）へのサービス妨害（DoS）攻撃に対する保護を提供します。この
機能は、DoS攻撃を防ぐために、設定可能なロック制限、動的ブラックリスト、および設定可能
なタイマーをサポートします。この機能はネットワークアドレス変換（NAT）およびゾーンベー
スポリシーファイアウォールによってサポートされています。

SIPは、IPデータネットワーク上の参加者の間でリアルタイムセッションをセットアップ、変
更、および終了するための、アプリケーションレベルシグナリングプロトコルです。SIPセッ
ションには、インターネット電話の通話、マルチメディアの配布、マルチメディア会議などがあ

ります。SIP DoS攻撃は、ネットワークに対する大きな脅威です。

SIP DoS攻撃のタイプを次に示します。

• SIP登録フラッディング：登録フラッドは、多数のVoIPデバイスが同時にネットワークに登
録を試みると発生します。登録メッセージの量がデバイスの容量を超過すると、一部のメッ

セージは失われます。こうしたデバイスは再び登録を試行するため、輻輳が増加します。こ

のようなネットワークの輻輳により、ユーザは一定の期間ネットワークにアクセスできない

可能性があります。

• SIP INVITEフラッディング：INVITEフラッディングは、多数の INVITEメッセージがサー
バに送信され、それらのメッセージのすべてをサーバが対応できなくなると発生します。攻

撃レートが非常に高くなると、サーバのメモリが枯渇します。

• SIP破損認証およびセッション攻撃：この攻撃は、攻撃者がダイジェスト認証を使用して有
効なユーザの IDを推定するときに発生します。認証サーバが攻撃者の身元を確認しようと
すると、検証は無視され、攻撃者は別のセッション IDを使用して新しい要求を開始します。
これらの攻撃は、サーバのメモリを消費します。

SIP ALG 動的ブラックリスト
サービス妨害（DoS）攻撃の一般的な方法の 1つは、ターゲットネットワークを外部通信要求で
飽和させ、ネットワークが正当なトラフィックに応答できなくすることです。この問題を解決す

るために、SIP ALGの DoS攻撃レジリエンス機能は、設定可能なブラックリストを使用します。
ブラックリストは、特定の権限、サービス、またはアクセスが拒否されているエンティティのリ

ストです。動的ブラックリストはデフォルトで無効になっています。宛先アドレスに対する要求

が、設定されたブラックリストの定義済みトリガーの基準を超えると、Session Initiation Protocol
（SIP）アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）は、これらのパケットをドロップします。

次の異常な SIPセッションパターンは、動的ブラックリストによって監視されます。
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•設定された期間内に、送信元が宛先に複数の要求を送信し、宛先から2xx以外（RFC3261に
従って、200から 299までのステータスコードを持つすべての応答は「2xx応答」です）の
最終応答を受信する場合。

•設定された期間に、送信元が宛先に複数の要求を送信し、宛先からまったく応答を受信しな
い場合。

SIP ALG ロック制限
ネットワークアドレス変換（NAT）とファイアウォールは、どちらも Session Initiation Protocol
（SIP）アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）を使用してSIPメッセージを解析し、トー
クンからセッションを作成します。セッション状態を維持するために、SIP ALGはコール単位の
データ構造とレイヤ 7データを使用して、セッションの開始時に割り当てられセッションの解除
時に解放されるコール関連情報を保存します。SIP ALGがコールの終了を示すメッセージを受信
しない場合、ネットワークリソースはコール用に保持されます。

レイヤ7データはスレッド間で共有されるため、データにアクセスするためにロックが必要です。
サービス妨害（DoS）攻撃や分散型 DoS攻撃の発生時は、同じロックを取得するために多くのス
レッドが待機するため、CPU使用率が高くなり、システムが不安定になります。システムが不安
定になることを防ぐために、ロックを待機できるスレッドの数を抑制するように制限が追加され

ています。SIPセッションは、要求/応答モードで確立されます。1つの SIPコールに対して同時
SIPメッセージの数が多すぎる場合、ロック制限を超えたパケットはドロップされます。

SIP ALG タイマー
あるタイプの DoS攻撃は、Session Initiation Protocol（SIP）サーバのリソースを枯渇させるため
に、SIPコールの終わりを示しません。こうしたタイプの DoS攻撃を防ぐために、保護タイマー
が追加されました。

SIP ALGの DoS攻撃に対するレジリエンス機能は、次のタイマーを使用します。

•応答される SIPコールの最大長を制御する、コール継続時間タイマー。

•応答されない SIPコールの最大長を制御する、コール進行時間タイマー。

設定された最大時間を超えると、SIPアプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）は、この
コールのリソースを解放し、このコールに関連する将来のメッセージは、SIP ALGによって適切
に解析されないことがあります。
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DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定方法

DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定
ネットワークアドレス変換（NAT）およびゾーンベースポリシーファイアウォールによって使
用されるSession Initiation Protocol（SIP）アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）用のサー
ビス妨害（DoS）防止パラメータを設定できます。

手順の概要

1. イネーブル化
2. configure terminal
3. alg sip processor session max-backlog concurrent-processor-usage
4. alg sip processor global max-backlog concurrent-processor-usage
5. alg sip blacklist trigger-period trigger-period trigger-size minimum-events destination ip-address
6. alg sip blacklist trigger-period trigger-period trigger-size minimum-events block-time block-time

[destination ip-address]
7. alg sip timer call-proceeding-timeout time
8. alg sip timer max-call-duration seconds
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

共有リソースを待機するバックログメッセージ数

に対するセッションごとの制限を設定します。

alg sip processor session max-backlog
concurrent-processor-usage

例：
Device(config)# alg sip processor session
max-backlog 5

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

すべての SIPセッションで共有リソースを待機す
るバックログメッセージの最大数を設定します。

alg sip processor global max-backlog
concurrent-processor-usage

例：
Device(config)# alg sip processor global
max-backlog 5

ステップ 4   

指定した宛先 IPアドレスに関するダイナミック
SIP ALGブラックリスト基準を設定します。

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events destination ip-address

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 destination
10.1.1.1

ステップ 5   

設定済みの制限を超えた場合に送信元からのパ

ケットがブロックされる期間（秒単位）を設定し

ます。

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events block-time block-time
[destination ip-address]

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 block-time
30

ステップ 6   

応答を受信しない SIPコールを終了するための最
大時間（秒単位）で設定します。

alg sip timer call-proceeding-timeout time

例：
Device(config)# alg sip timer
call-proceeding-timeout 35

ステップ 7   

正常な SIPコールの最大コール期間（秒単位）を
設定します。

alg sip timer max-call-duration seconds

例：
Device(config)# alg sip timer max-call-duration
90

ステップ 8   

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 9   

DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの確認
機能のトラブルシューティングには、次のコマンドを使用します。
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手順の概要

1. イネーブル化
2. show alg sip
3. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip
4. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dbl
5. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dblcfg
6. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip processor
7. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip timer
8. debug alg {all | info | trace | warn}

手順の詳細

ステップ 1 イネーブル化

例：
Device> enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 show alg sip
Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）の情報を表示します。

例：
Device# show alg sip

sip timer configuration
Type Seconds
max-call-duration 380
call-proceeding-timeout 620

sip processor configuration
Type Backlog number
session 14
global 189

sip blacklist configuration
dst-addr trig-period(ms) trig-size block-time(sec)
10.0.0.0 60 30 2000
10.1.1.1 20 30 30
192.0.2.115 1000 5 30
198.51.100.34 20 30 388

ステップ 3 show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip
Cisco Quantum Flow Processor（QFP）の SIP ALG固有の統計情報を表示します。

例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip

Events
...
Cr dbl entry: 10 Del dbl entry: 10
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Cr dbl cfg entry: 8 Del dbl cfg entry: 4
start dbl trig tmr: 10 restart dbl trig tmr: 1014
stop dbl trig tmr: 10 dbl trig timeout: 1014
start dbl blk tmr: 0 restart dbl blk tmr: 0
stop dbl blk tmr: 0 dbl blk tmr timeout: 0
start dbl idle tmr: 10 restart dbl idle tmr: 361
stop dbl idle tmr: 1 dbl idle tmr timeout: 9

DoS Errors
Dbl Retmem Failed: 0 Dbl Malloc Failed: 0
DblCfg Retm Failed: 0 DblCfg Malloc Failed: 0
Session wlock ovflw: 0 Global wlock ovflw: 0
Blacklisted: 561

ステップ 4 show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dbl
すべての SIPブラックリストデータに関する概要情報を表示します。

例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip dbl

SIP dbl pool used chunk entries number: 1

entry_id src_addr dst_addr remaining_time(sec)
a4a051e0a4a1ebd 10.74.30.189 10.74.5.30 25

ステップ 5 show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dblcfg
すべての SIPブラックリストの設定が表示されます。

例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip dblcfg

SIP dbl cfg pool used chunk entries number: 4
dst_addr trig_period(ms) trig_size block_time(sec)
10.1.1.1 20 30 30
10.74.5.30 1000 5 30
192.0.2.2 60 30 2000
198.51.100.115 20 30 388

ステップ 6 show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip processor
SIPプロセッサの設定を表示します。

例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip processor

Session: 14 Global: 189

Current global wlock count: 0

ステップ 7 show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip timer
SIPタイマーの設定を表示します。

例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip timer
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call-proceeding: 620 call-duration: 380

ステップ 8 debug alg {all | info | trace | warn}

例：
Device# debug alg warn

ALG警告メッセージのロギングをイネーブルにします。

DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定例

例：DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# alg sip processor session max-backlog 5
Device(config)# alg sip processor global max-backlog 5
Device(config)# alg sip blacklist trigger-period 90 trigger-size 30 destination 10.1.1.1
Device(config)# alg sip blacklist trigger-period 90 trigger-size 30 block-time 30
Device(config)# alg sip timer call-proceeding-timeout 35
Device(config)# alg sip timer max-call-duration 90
Device(config)# end

DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスに関する追加情
報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

『IP Addressing Services Command References』NATコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Session Timers in the Session Initiation Protocol
(SIP)』

RFC 4028

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスに関する機能情
報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 47：DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスに関する機能情報

機能情報リリース機能名

DoS攻撃に対する SIP ALGレジリエンス機能は、Session
InitiationProtocol（SIP）サービス妨害（DoS）攻撃に対す
る保護を提供します。この機能は、DoS攻撃を防ぐため
に、設定可能なロック制限、動的ブラックリスト、およ

び設定可能なタイマーをサポートします。ネットワーク

アドレス変換（NAT）とゾーンベースポリシーファイア
ウォールがこの機能をサポートします。

Cisco IOS XEリリース 3.11Sでは、DoS攻撃に対する SIP
ALGレジリエンス機能が Cisco ASR 1000シリーズアグ
リゲーションサービスルータ、シスコクラウドサービ

スルータ 1000Vシリーズ、および Cisco 4400シリーズ
サービス統合型ルータに実装されています。

次のコマンドが導入または変更されました。alg sip
processor、alg sip blacklist、alg sip timer、show alg sip、
debug alg、debug platform software alg configuration all、
set platform software trace forwarding-manager alg、およ
び show platform hardware qfp feature alg statistics sip。

Cisco IOS XEリ
リース 3.11S

DoS攻撃に対する
SIPALGレジリエン
ス
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第 36 章

ゾーンベースファイアウォール ALG および
AIC 条件付きデバッグおよびパケットトレー
スのサポート

ゾーンベースファイアウォール ALGおよび AIC条件付きデバッグおよびパケットトレースの
サポート機能は、アプリケーションレイヤゲートウェイ（ALG）およびアプリケーションイン
スペクションおよびコントロール（AIC）の次の機能をサポートしています。

•パケットトレース

•条件付きデバッグ

•デバッグログ

• 機能情報の確認, 639 ページ

• ゾーンベースファイアウォールALGおよびAIC条件付きデバッグおよびパケットトレース
のサポートについて, 640 ページ

• ゾーンベースファイアウォールALGおよびAIC条件付きデバッグおよびパケットトレース
のサポートに関する追加情報, 641 ページ

• ゾーンベースファイアウォールALGおよびAIC条件付きデバッグおよびパケットトレース
のサポートに関する機能情報, 642 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ゾーンベースファイアウォール ALG および AIC 条件付き
デバッグおよびパケットトレースのサポートについて

パケットトレース

パケットトレースを有効にすると、ルータスループットへの影響を最小限に抑えて、指定のパ

ケットフローのコントロールプレーンポリシング（CPP）統計情報を生成できます。また、フ
ロー内の各パケットのパスもトレースされるため、入力インターフェイス、使用された機能、出

力パスを判別する上で役立ちます。

アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）が統計情報を生成し、パケットの移動パスのログを保
持します。

条件付きデバッグ

送信元アドレスまたは宛先アドレスからの特定の接続が失敗するという一般的なアプリケーショ

ンレイヤゲートウェイ（ALG）対応シナリオでは、デバッグを実行すると、ALGを経由するす
べてのトラフィックに関するメッセージのリストが表示されます。条件付きデバッグを有効にす

ると、指定された接続に関連するデバッグメッセージがコンソールに表示されます。この機能が

導入されるまでは、デバッグにより、ALGを通過するすべてのトラフィックに関する多数のメッ
セージが表示されました。

デバッグログ

次の重大度が追加されました。

1 Error：エラーおよびファイアウォールパケットドロップの条件。

例：

•パケットを送信できない。

• ALGエラー状態

2 Warning：警告デバッグメッセージ。

3 Info：イベントに関する情報。

例：
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•ポリシー設定、不正なパケット、またはハードコーディングされている制限としきい値が
原因で発生したパケットドロップ。

•ステートマシン遷移

• ALGチェックステータス

•パケットパスおよびパケットドロップのステータス。

4 Verbose：すべてのログメッセージ。

例：

•データ構造

•イベントの詳細

ALG-AIC機能デバッグフラグと重大度はどちらも設定する必要があります。重大度だけが設
定され、ALG-AIC機能デバッグフラグが設定されていないと、デバッグログが無効になりま
す。ALG-AIC機能デバッグフラグだけが設定されている場合、Infoレベル（デフォルトの重
大度）がログに記録されます。

（注）

ゾーンベースファイアウォール ALG および AIC 条件付き
デバッグおよびパケットトレースのサポートに関する追

加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

ファイアウォールコマンド
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

ゾーンベースファイアウォール ALG および AIC 条件付き
デバッグおよびパケットトレースのサポートに関する機

能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 48：ゾーンベースファイアウォール ALG および AIC 条件付きデバッグおよびパケットトレースのサポー
トに関する機能情報

機能情報リリース機能名

ゾーンベースファイアウォー

ル ALGおよび AIC条件付きデ
バッグおよびパケットトレー

スのサポート機能は、次の機

能をサポートします。

•パケットトレース

•条件付きデバッグ

•デバッグログ

Cisco IOS XE 3.13Sゾーンベースファイアウォー

ル ALGおよび AIC条件付きデ
バッグおよびパケットトレー

スのサポート
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