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

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま
しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容
については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販
売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨
事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用
は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡く
ださい。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコお
よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証
をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、
間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと
します。
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネット
ワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意
図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries.To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://

www.cisco.com/go/trademarks.Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company.(1110R)
© 2017

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目次
最初にお読みください 1
ゾーンベース ポリシー ファイアウォール 3
機能情報の確認 3
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの前提条件 4
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの制約事項 4
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールについて 6
トップレベル クラス マップとポリシー マップ 6
ゾーンの概要 6
セキュリティ ゾーン 7
セキュリティ ゾーン ファイアウォール ポリシーの概要 8
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 9
ゾーン ペア 9
ゾーンとインスペクション 11
ゾーンと ACL 11
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 11
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 12
クラスマップ設定の制約 12
class-default クラス マップ 12
レイヤ 3 とレイヤ 4 のサポートされるプロトコル 13
アクセス コントロール リストとクラス マップ 13
階層型ポリシー マップ 15
パラメータ マップ 15
ファイアウォールとネットワーク アドレス変換 16
Cisco ファイアウォールに対する WAAS サポート 16
WAAS トラフィック フロー最適化展開シナリオ 17
オフパス デバイスを使用した WAAS ブランチ展開 18
インライン デバイスを使用した WAAS ブランチ展開 18

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
iii

目次

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 19
デバッグ メッセージの重大度 20
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 21
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの設定方法 24
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 24
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 24
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 26
検査パラメータ マップの作成 28
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 31
NetFlow イベント ロギングの設定 33
WAAS を使用したファイアウォールの設定 35
LDAP 対応ファイアウォールの設定 41
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの設定例 44
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 44
例：検査パラメータ マップの作成 45
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 45
例：NetFlow イベント ロギングの設定 46
例：WAAS を使用した Cisco ファイアウォールの設定 46
例：LDAP 対応ファイアウォールの設定 47
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 48
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 49
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
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
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの IPv6 サポート 55
機能情報の確認 55
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
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

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
iv

目次

ファイアウォール機能の IPv6 サポート 56
デュアルスタック ファイアウォール 58
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 58
IPv6 ファイアウォール セッション 59
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 60
ICMPv6 メッセージ 60
ステートフル NAT64 のファイアウォール サポート 61
ポートとアプリケーションのマッピング 61
ハイ アベイラビリティおよび ISSU 62
トラフィック クラスの pass アクション 62
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
IPv6 ファイアウォールの設定 63
ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用 67
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 70
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
例：IPv6 ファイアウォールの設定 74
例：ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用 75
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 75
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
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
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール 79
機能情報の確認 80
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールの前提条件 80
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールに関する制約事項 80
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールについて 80
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール 80
アドレス空間の重複 81
VRF 82
VRF-Lite 82
MPLS VPN 83
VRF 対応 NAT 84
VRF 対応 ALG 84
VRF 対応 IPSec 85

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
v

目次

VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャ 86
セキュリティ ゾーン 86
VRF 対応シスコ ファイアウォールの展開 88
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 89
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 90
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールの設定方法 91
VRF、クラスマップ、およびポリシーマップの定義 91
ゾーンとゾーン ペアの定義 94
インターフェイスへのゾーンの適用とルートの定義 96
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールの設定例 98
例：VRF、クラス マップ、およびポリシー マップの定義 98
例：ポリシー マップ、ゾーン、およびゾーン ペアの定義 98
例：インターフェイスへのゾーンの適用とルートの定義 99
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールに関する追加情報 99
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォールに関する機能情報 100
用語集 101
レイヤ 2 トランスペアレント ファイアウォール 103
機能情報の確認 103
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
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
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 104
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
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
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 106
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
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
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 111
機能情報の確認 111
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

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
vi

目次

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
ネストされたクラス マップ 112
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
2 レイヤ ネスト クラス マップの設定 113
ネストされたクラス マップ用のポリシー マップの設定 115
ゾーン ペアへのポリシー マップのアタッチ 116
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
例：2 レイヤ ネストされたクラス マップの設定 118
例：ネストされたクラス マップのポリシー マップの設定 119
例：ゾーン ペアへのポリシー マップのアタッチ 119
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
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
ゾーン不一致処理 123
機能情報の確認 123
ゾーン不一致処理に関する制約事項 124
ゾーン不一致処理に関する情報 124
ゾーン不一致処理の概要 124
ゾーン不一致処理機能の導入シナリオ 125
ゾーン不一致処理の設定方法 126
ゾーン不一致処理の設定 126
ゾーン不一致処理の設定例 127
例：ゾーン不一致処理の設定 127
ゾーン不一致処理に関する追加情報 128
ゾーン不一致処理に関する機能情報 129
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 131
機能情報の確認 131
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

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
vii

目次

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
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
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 133
排他的仮想 IP アドレスと排他的仮想 MAC アドレス 136
サポートされるトポロジ 137
LAN/LAN 137
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 138
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
冗長アプリケーション グループの設定 139
冗長グループ プロトコルの設定 141
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 142
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 144
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 145
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
例：冗長アプリケーション グループの設定 149
例：冗長グループ プロトコルの設定 149
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 149
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 149
例：LAN-LAN トポロジの設定 150
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
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
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 155
機能情報の確認 156
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
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
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
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 157
ボックスツーボックス ハイアベイラビリティの動作 158

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
viii

目次

アクティブ/アクティブ フェールオーバー 160
Active/Standby フェールオーバー 160
NAT ボックスツーボックス高可用性 LAN/LAN トポロジ 161
WAN-LAN トポロジ 162
排他的仮想 IP アドレスと排他的仮想 MAC アドレス 163
FTP66 ALG サポートの概要 163
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
冗長グループ プロトコルの設定 164
冗長アプリケーション グループの設定 166
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 168
LAN トラフィック インターフェイスの設定 169
WAN トラフィック インターフェイスの設定 172
IPv6 ファイアウォールの設定 174
ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用 178
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
例：冗長グループ プロトコルの設定 181
例：冗長アプリケーション グループの設定 181
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 182
例：LAN トラフィック インターフェイスの設定 182
例：WAN トラフィック インターフェイスの設定 182
例：IPv6 ファイアウォールの設定 182
例：ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用 183
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
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
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 187
機能情報の確認 188

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
ix

目次

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
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
非対称ルーティングの概要 189
ファイアウォールでの非対称ルーティング サポート 191
NAT での非対称ルーティング 191
WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング 192
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 193
NAT での VRF 対応非対称ルーティング 194
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
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 194
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 197
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 200
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 201
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
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 204
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 205
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 205
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 205
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 205
例：VRF を使用した非対称ルーティングの設定 208
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
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

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
x

目次

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 211
機能情報の確認 212
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
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
非対称ルーティングの概要 212
デュアルスタック ファイアウォール 214
ファイアウォールでの非対称ルーティング サポート 214
WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング 215
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 216
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
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 217
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 220
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 222
IPv6 ファイアウォールの設定 224
非対称ルーティングのゾーンおよびゾーン ペアの設定 228
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
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 231
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 231
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 231
例：IPv6 ファイアウォールの設定 231
例：非対称ルーティングのゾーンとゾーン ペアの設定 232
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
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

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
xi

目次

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 235
機能情報の確認 236
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
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
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
CiscoCSR1000v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 237
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
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 241
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
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
ICMP のファイアウォール ステートフル インスペクション 245
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
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
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
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 246
ICMP インスペクション チェック 248
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
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 248
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 251
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
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 254
ICMP のファイアウォール ステートフル インスペクションに関する追加情報 254
ICMP のファイアウォール ステートフル インスペクションに関する機能情報 255

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
xii

目次

Skinny Client Control Protocol のファイアウォール サポート 257
機能情報の確認 257
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
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
Skinny Client Control Protocol のファイアウォール サポートに関する情報 258
アプリケーション レベル ゲートウェイ 258
SCCP インスペクションの概要 259
ALG--SCCP バージョン 17 サポート 261
Skinny Client Control Protocol のファイアウォール サポートの設定方法 261
Skinny クラス マップとポリシー マップの設定 261
ゾーン ペアの設定および SCCP ポリシー マップのアタッチ 264
Skinny Control Protocol のファイアウォール サポートの設定例 266
例：SCCP クラス マップとポリシー マップの設定 266
例：ゾーン ペアの設定と SCCP ポリシー マップのアタッチ 266
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
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
VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャの設定 271
機能情報の確認 271
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
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
VASI の概要 272
VASI でのマルチキャストおよびマルチキャスト VPN 274
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
VASI インターフェイス ペアの設定 275
VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャの設定例 277
例：VASI インターフェイス ペアの設定 277
例：VASI 上のマルチキャストと MVPN の設定 278
マルチキャスト VASI 設定の確認 283
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
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
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 289
機能情報の確認 290

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
xiii

目次

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
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
VASI の概要 291
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
VRF とアドレス ファミリ セッションの設定 293
VASI サポート用のクラス マップとポリシー マップの設定 294
VASI サポートのゾーンおよびゾーン ペアの設定 297
VASI インターフェイスの設定 300
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
例：VRF とアドレス ファミリ セッションの設定 303
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 303
例：VASI サポート用のゾーンとゾーン ペアの設定 303
例：VASI インターフェイスの設定 304
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
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
分散型サービス妨害攻撃に対する保護 307
機能情報の確認 307
分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する情報 308
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 308
イベント レート モニタリング機能 309
ハーフオープン接続の制限 310
TCP SYN フラッド攻撃 311
分散型サービス妨害攻撃に対する防御の設定方法 311
ファイアウォールの設定 311
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 316
ボックス単位のアグレッシブ エージングの設定 317
デフォルト VRF のアグレッシブ エージングの設定 319

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
xiv

目次

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 321
VRF 単位のアグレッシブ エージングの設定 325
ファイアウォール イベント レート モニタリングの設定 330
ボックス単位のハーフオープン セッション制限の設定 332
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 335
グローバル TCP SYN フラッド制限の設定 337
分散型サービス妨害攻撃に対する保護の設定例 339
例：ファイアウォールの設定 339
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 339
例：ボックス単位のアグレッシブ エージングの設定 339
例：デフォルト VRF のアグレッシブ エージングの設定 340
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 340
例：VRF 単位のアグレッシブ エージングの設定 340
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 340
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 341
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 341
例：グローバル TCP SYN フラッド制限の設定 341
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
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
ファイアウォール リソース管理の設定 345
機能情報の確認 345
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
ファイアウォール リソース管理の設定について 346
ファイアウォール リソース管理 346
VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール 347
ファイアウォール セッション 347
セッション定義 347
セッション レート 348
未完了またはハーフオープン セッション 348
ファイアウォール リソース管理セッション 348
ファイアウォール リソース管理の設定方法 348
ファイアウォール リソース管理の設定 348

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
xv

目次

ファイアウォール リソース管理の設定例 351
例：ファイアウォール リソース管理の設定 351
その他の参考資料 351
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
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 355
機能情報の確認 356
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
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
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 356
イベント レート モニタリング機能 357
ハーフオープン接続の制限 359
TCP SYN フラッド攻撃 359
ファイアウォール リソース管理 360
ファイアウォール セッション 360
セッション定義 360
セッション レート 361
未完了またはハーフオープン セッション 361
ファイアウォール リソース管理セッション 361
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
IPv6 ファイアウォールの設定 362
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 365
ボックス単位のアグレッシブ エージングの設定 366
デフォルト VRF のアグレッシブ エージングの設定 368
VRF 単位のアグレッシブ エージングの設定 371
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 375
ファイアウォール イベント レート モニタリングの設定 379
ボックス単位のハーフオープン セッション制限の設定 381
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 384

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
xvi

目次

グローバル TCP SYN フラッド制限の設定 386
ファイアウォール リソース管理の設定 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
トの設定例 390
例：IPv6 ファイアウォールの設定 390
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 391
例：ボックス単位のアグレッシブ エージングの設定 391
例：デフォルト VRF のアグレッシブ エージングの設定 391
例：VRF 単位のアグレッシブ エージングの設定 391
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 391
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 392
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 392
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 392
例：グローバル TCP SYN フラッド制限の設定 392
例：ファイアウォール リソース管理の設定 393
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
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
フローあたりの同時パケットの設定可能数 397
機能情報の確認 397
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
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
設定可能なフローごとの同時パケット数の概要 398
フローあたりの同時パケット数の設定方法 399
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 399
フローあたりの同時パケット数の設定 401
フローあたりの同時パケットのゾーンの設定 402
フローあたりの同時パケットの設定可能数の設定例 405
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 405
例：フローあたりの同時パケット数の設定 406
例：フローあたりの同時パケットのゾーンの設定 406

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
xvii

目次

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
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
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 409
機能情報の確認 409
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
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
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
LISP の概要 411
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 411
LISP 機能の相互運用性 412
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 413
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
LISP 内部パケット インスペクションの有効化 413
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 415
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 415
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 418
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
例：LISP 内部パケット インスペクションの有効化 421
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 422
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
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
ファイアウォール高速ロギング 429
機能情報の確認 429
ファイアウォール高速ロギングに関する情報 430
ファイアウォール高速ロギングの概要 430
NetFlow フィールド ID の説明 430
HSL メッセージ 436

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
xviii

目次

ファイアウォール拡張イベント 443
ファイアウォール高速ロギングの設定方法 454
グローバル パラメータ マップの高速ロギングの有効化 454
ファイアウォール アクションの高速ロギングの有効化 455
ファイアウォール高速ロギングの設定例 457
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 457
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 457
ファイアウォール高速ロギングに関する追加情報 458
ファイアウォール高速ロギングに関する機能情報 459
TCP リセット セグメント制御 461
機能情報の確認 461
TCP リセット セグメント制御について 462
TCP リセット セグメント制御 462
TCP リセット セグメント制御の設定方法 463
ハーフオープン セッションの TCP リセットの設定 463
ハーフクローズ セッションの TCP リセットの設定 464
アイドル セッションの TCP リセットの設定 466
TCP リセット セグメント制御の設定例 467
例：ハーフオープン セッションの TCP リセットの設定 467
例：ハーフクローズ セッションの TCP リセットの設定 467
例：アイドル セッションの TCP リセットの設定 467
TCP リセット セグメント制御に関する追加情報 468
TCP リセット セグメント制御に関する機能情報 469
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 471
機能情報の確認 471
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
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 472
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
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 473

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
xix

目次

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 475
TCP ウィンドウ スケーリングの設定例 477
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 477
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 477
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
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 479
機能情報の確認 480
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
アプリケーション レベル ゲートウェイ 480
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 481
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
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 482
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 485
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
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 487
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 488
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
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
ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定 491
機能情報の確認 491
ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定に関する制約事項 492
ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定について 492
TCP SYN フラッド攻撃 492
ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定方法 493
ファイアウォール ホスト保護の設定 493

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
xx

目次

ファイアウォール セッション テーブル保護の設定 495
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 495
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 497
ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定例 499
ファイアウォール ホスト保護の設定例 499
ファイアウォール セッション テーブル保護の設定例 499
ファイアウォール TCP SYN Cookie に関する追加情報 500
ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定に関する機能情報 501
ACL のオブジェクト グループ 503
機能情報の確認 503
ACL のオブジェクト グループに関する制約事項 504
ACL のオブジェクト グループに関する情報 504
ACL のオブジェクト グループの概要 504
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 505
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 505
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 505
オブジェクト グループに基づく ACL 506
オブジェクト グループ ACL のガイドライン 506
ACL のオブジェクト グループの設定方法 507
ネットワーク オブジェクト グループの作成 507
サービス オブジェクト グループの作成 509
オブジェクト グループ ベース ACL の作成 511
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 515
オブジェクト グループのゾーンの設定 517
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 518
ACL のオブジェクト グループの確認 519
ACL 用オブジェクト グループの設定例 520
例：ネットワーク オブジェクト グループの作成 520
例：サービス オブジェクト グループの作成 521
例：オブジェクト グループ ベースの ACL の作成 521
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 521

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
xxi

目次

例：オブジェクト グループのゾーンの設定 521
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 522
例：ACL 用オブジェクト グループの確認 522
ACL 用オブジェクト グループに関する追加情報 523
ACL 用オブジェクト グループに関する機能情報 523
Cisco ファイアウォール SIP 機能拡張 ALG 525
機能情報の確認 525
Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG の前提条件 526
Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG に関する制約事項 526
Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG について 526
SIP の概要 526
SIP 用ファイアウォールの機能の説明 527
SIP インスペクション 527
ALG--SIP Over TCP の拡張機能 528
Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能 ALG の設定方法 529
SIP インスペクションの有効化 529
トラブルシューティングのヒント 530
ゾーン ペアの設定と SIP ポリシー マップのアタッチ 531
シスコ ファイアウォール SIP 拡張機能：ALG の設定例 533
例：SIP インスペクションの有効化 533
例：ゾーン ペアの設定と SIP ポリシー マップのアタッチ 534
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
Cisco ファイアウォール SIP 拡張機能：ALG に関する機能情報 535
ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート 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 540
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
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
アプリケーション レベル ゲートウェイ 540
MSRPC 541
ファイアウォールでの MSRPC ALG 541
NAT での MSRPC ALG 542
MSRPC ステートフル パーサー 543

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
xxii

目次

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
レイヤ 4 MSRPC クラス マップおよびポリシー マップの設定 543
ゾーン ペアの設定および MSRPC ポリシー マップのアタッチ 545
MSRPC ALG の vTCP サポートの有効化 547
MSRPC ALG の vTCP サポートの無効化 548
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
例：レイヤ 4 MSRPC クラス マップとポリシー マップの設定 549
例：ゾーン ペアの設定と MSRPC ポリシー マップのアタッチ 549
例：MSRPC ALG に対する vTCP サポートの有効化 549
例：MSRPC ALG に対する vTCP サポートの無効化 549
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
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
ファイアウォールと NAT に対する Sun RPC ALG サポート 553
機能情報の確認 553
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
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
アプリケーション レベル ゲートウェイ 554
Sun RPC 555
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
Sun RPC ALG 用のファイアウォールの設定 556
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 556
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 557
Sun RPC ファイアウォール ポリシー マップの設定 558
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 560
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 561
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
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 565
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 565
例：Sun RPC ファイアウォール ポリシー マップの設定 565
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 566

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
xxiii

目次

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 566
例：Sun RPC ALG 用のファイアウォールの設定 566
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
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
vTCP for ALG サポート 569
機能情報の確認 569
vTCP for ALG サポートの前提条件 570
vTCP for ALG サポートの制約事項 570
vTCP for ALG サポートについて 570
vTCP for ALG サポートの概要 570
NAT ALG とファイアウォール ALG を使用した vTCP 571
vTCP for ALG サポートの設定方法 571
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 571
トラブルシューティングのヒント 577
vTCP for ALG サポートの設定例 577
例：Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでの RTSP の設定 577
vTCP for ALG サポートに関する追加情報 578
vTCP for ALG サポートに関する機能情報 579
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 581
機能情報の確認 582
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
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
アプリケーション レベル ゲートウェイ 582
基本 H.323 ALG サポート 583
vTCP for ALG サポートの概要 584
NAT ALG とファイアウォール ALG を使用した vTCP 584
ALG の概要：高可用性をサポートする H.323 vTCP 585

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
xxiv

目次

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
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 586
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
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 590
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
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
IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポート 593
機能情報の確認 593
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
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
アプリケーション レベル ゲートウェイ 594
FTP66 ALG サポートの概要 595
FTP66 ALG でサポートされる FTP コマンド 595
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
FTP66 ALG サポート用のファイアウォールの設定 597
FTP66 ALG サポート用の NAT の設定 603
FTP66 ALG サポート用 NAT64 の設定 606
IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポートの設定例 610
例：FTP66 ALG サポート用の IPv6 ファイアウォールの設定 610
例：FTP66 ALG サポート用の NAT の設定 610
例：FTP66 ALG サポート用の NAT64 の設定 611
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
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
NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化 615
機能情報の確認 616
NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する制約事項 616

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
xxv

目次

NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する情報 616
SIP の概要 616
アプリケーション レベル ゲートウェイ 617
SIP ALG ローカル データベース管理 617
SIP ALG Via ヘッダーのサポート 618
SIP ALG メソッド ロギングのサポート 618
SIP ALG PRACK コール フローのサポート 619
SIP ALG Record-Route ヘッダーのサポート 619
NAT とファイアウォールに対する SIP ALG 強化の設定方法 620
SIP の NAT サポートの有効化 620
SIP インスペクションの有効化 621
ゾーン ペアの設定と SIP ポリシー マップのアタッチ 623
NAT とファイアウォールに対する SIP ALG 強化の設定例 625
例：SIP サポート用の NAT の有効化 625
例：SIP インスペクションの有効化 626
例：ゾーン ペアの設定と SIP ポリシー マップのアタッチ 626
NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する追加情報 626
NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する機能情報 627
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンス 629
機能情報の確認 629
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスに関する情報 630
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの概要 630
SIP ALG 動的ブラックリスト 630
SIP ALG ロック制限 631
SIP ALG タイマー 631
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定方法 632
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定 632
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの確認 633
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定例 636
例：DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスの設定 636
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスに関する追加情報 636
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンスに関する機能情報 638

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
xxvi

目次

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 639
機能情報の確認 639
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
パケット トレース 640
条件付きデバッグ 640
デバッグ ログ 640
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
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

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
xxvii

目次

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
xxviii

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。

（注）

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。
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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。

（注）

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。

• 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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ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの前提条件

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 IOS XE ファイアウォールを通過して、Web Cache Coordination Protocol（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 IOS XE 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 Internet Control Message Protocol
（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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ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの制約事項

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 IOS XE 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

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。

（注）

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。

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。

（注）

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）

Cisco IOS XE 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
Multipoint VPN（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。
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ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
ゾーンの概要

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。

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
7

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
ゾーンの概要

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。

（注）

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。

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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ゾーンの概要

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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ゾーンの概要

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 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

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 Control Message 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

（注）

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。

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。

（注）

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。
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。

（注）

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。
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。

（注）

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。

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、Wide Area Application Services（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。

（注）

パスは接続と同じ意味で使用されています。
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。

（注）

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。

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、Network Management Equipment（NME）-WAE デバイ
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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、Web Cache Communication Protocol（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 Wide Area Application 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。

（注）

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。

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

トレース レベ 重大度
ル

説明

Critical

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。

1

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。
Error

2

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。
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トレース レベ 重大度
ル

説明

Information

情報メッセージに適用されます。

3

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。
Detail

4

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。
• Ternary Content-Addressable Memory（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。

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。

（注）

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。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

class-maptypeinspect [match-any | match-all] 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
class-map-name
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。
例：
Device(config)# class-map type inspect
match-all c1

ステップ 4

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 5

matchprotocolprotocol-name [signature]
例：
Device(config-cmap)# match protocol http

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。
• 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。

ステップ 6

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 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、特
権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 8

showpolicy-maptypeinspectzone-pairsession （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
例：
ト インスペクション セッションを表示します。
Device(config-cmap)# show policy-map
type inspect zone-pair session
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コマンドまたはアクション

目的
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。

（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

policy-maptypeinspectpolicy-map-name
例：

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。

Device(config)# policy-map type inspect
p1

ステップ 4

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 5

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 6

police rateunitsbpsburstburst-in-bytesbytes （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。
例：
Device(config-pmap-c)# police rate 2000
bps burst 3000 bytes

ステップ 7

（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：

（注）

Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 8

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。

（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 9

service-policytypeinspectpolicy-map-name 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。
例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
type inspect p1
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-maptypeinspect {parameter-map-name | 接続しきい値、タイムアウト、およびその他の
global | default}
inspect アクションに関連するパラメータの検査パラ
メータ マップを設定し、パラメータ マップ タイプ
例：
検査コンフィギュレーション モードを開始します。
Device(config)# parameter-map type inspect
eng-network-profile

ステップ 4

log {dropped-packets {disable | enable} | summary （任意）ファイアウォール アクティビティの実行時
[flowsnumber] [time-intervalseconds]}
のパケット ロギングを設定します。
（注）

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

ステップ 5

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。

（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 6

（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 7

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

ステップ 8

（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
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 9

max-incomplete{low | high} number-of-connections （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
例：
既存のハーフオープン セッションの数を定義しま
Device(config-profile)# max-incomplete low 800
す。

ステップ 10

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

（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。

Device(config-profile)# one-minute low 300
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

sessionsmaximumsessions

（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。

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

• 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。

ステップ 12

tcpfinwait-timeseconds
例：

（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。

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

ステップ 13

tcpidle-timeseconds

（任意）TCP セッションのタイムアウトを設定しま
す。

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

ステップ 14

tcpmax-incompletehostthreshold[block-timeminutes] （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
例：
時間値を指定します。
Device(config-profile)# tcp max-incomplete host
500 block-time 10

ステップ 15

tcpsynwait-timeseconds
例：

（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。

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

ステップ 16

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

ステップ 17

udpidle-timeseconds

（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
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。

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

ステップ 18

end
例：
Device(config-profile)# end
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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。

ヒント

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的
• パスワードを入力します（要求された場

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

zonesecurityzone-name
例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 4

descriptionline-of-description

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。
（任意）ゾーンの説明を入力します。

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

ステップ 5

exit
例：

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。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6

zone-pairsecurityzone-pairname[sourcesource-zone-name ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア
|self] destination [self | destination-zone-name]
コンフィギュレーション モードを開始します。
例：
Device(config)# zone-pair security zp source z1
destination z2

ステップ 7

descriptionline-of-description

（注）

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。

（任意）ゾーン ペアの説明を入力します。

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

ステップ 8

exit
例：

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。

Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface ethernet 0
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

zone-membersecurityzone-name

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。

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

ステップ 11

（注）

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 モードに戻ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 12

zone-pairsecurityzone-pair-name[sourcesource-zone-name ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア
|self] destination [self | destination-zone-name]
コンフィギュレーション モードを開始します。
例：
Device(config)# zone-pair security zp source z1
destination z2

ステップ 13

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

ステップ 14

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。
（注）

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type inspect global
例：

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。

Device(config)# parameter-map type inspect
global

ステップ 4

log dropped-packets

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。

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

ステップ 5

log flow-export v9 udp destination ipv4-address NetFlow イベント ロギングをイネーブルにして、コ
port
レクタの IP アドレスとポートを指定します。
例：
Device(config-profile)# log flow-export v9
udp destination 192.0.2.0 5000

ステップ 6

log flow-export template timeout-rate seconds
例：
Device(config-profile)# log flow-export
template timeout-rate 5000
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 8

show parameter-map type inspect global

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。

例：
Device# show parameter-map type inspect
global

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

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 3

ipwccpservice-id

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。

例：
Device(config)# ip wccp 61

ステップ 4

ipwccpservice-id

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。

例：
Device(config)# ip wccp 62

ステップ 5

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

ステップ 6

waasenable
例：
Device(config-profile)# waas enable

ステップ 7

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

ステップ 8

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

ステップ 9

max-incompletehigh
例：
Device(config)# max-incomplete high 20000
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ipinspectwaasenable

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。

例：

l
Device(config)# ip inspect waas enable

ステップ 11

class-maptypeinspectclass-name
例：

（注）

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。

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。

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

（注）

ステップ 12

matchprotocolprotocol-name [signature]
例：
Device(config-cmap)# match protocol http

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

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。
• 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。

ステップ 13

exit
例：

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。

Device(config-cmap)# exit

ステップ 14

policy-maptypeinspectpolicy-map-name
例：

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。

Device(config)# policy-map type inspect p1

ステップ 15

classclass-default
例：
Device(config-pmap)# class class-default
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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

ステップ 16

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

ステップ 17

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
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 18

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 19

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 20

zonesecurityzone-name
例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 21

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。
（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 22

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 23

zone-pairsecurityzone-pairname[sourcesource-zone-name ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーン コ
|self] destination [self | destination-zone-name]
ンフィギュレーション モードを開始します。
（注）

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

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。
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WAAS を使用したファイアウォールの設定

ステップ 24

コマンドまたはアクション

目的

descriptionline-of-description

（任意）ゾーン ペアの説明を入力します。

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

ステップ 25

exit
例：

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。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 26

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 27

descriptionline-of-description

（任意）インターフェイスについての説明を入
力します。

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

ステップ 28

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

ステップ 29

ipaddressip-address

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。
（注）

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。

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。

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

ステップ 30

ipwccpservice-id{group-listen| redirect{in| out}}
例：
Device(config-if)# ip wccp 61 redirect in
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ます。

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
LDAP 対応ファイアウォールの設定

ステップ 31

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 32

zone-pairsecurityzone-pair-name{sourcesource-zone-name ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペ
|self} destination [self | destination-zone-name]
ア コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
例：
Device(config)# zone-pair security zp source z1
destination z2

ステップ 33

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

ステップ 34

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。
（注）

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

LDAP 対応ファイアウォールの設定
Lightweight Directory Access 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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ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
LDAP 対応ファイアウォールの設定

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

zone security{zone-name| default}
例：

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。

Device(config)# zone security private

ステップ 4

exit
例：

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。

Device(config-sec-zone)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

zone security{zone-name| default}

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。

例：
Device(config)# zone security internet

ステップ 6

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 7

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

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。

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

ステップ 8

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 9

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 10

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 11

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

ステップ 12

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
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 13

システム デフォルト クラスの照合を指定します。

class class-default

• システム デフォルト クラスを指定しない場合、

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

未分類のパケットがマッチングされます。
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ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの設定例

ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 15

exit
例：

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。

Device(config-pmap)# exit

ステップ 16

zone-pair
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア コン
securityzone-pair-namesource{source-zone-name| フィギュレーション モードを開始します。
selfdefault} destination{destination-zone-name| （注）
ポリシーを適用するには、ゾーン ペアを設
selfdefault}
定する必要があります。
例：
Device(config)# zone-pair security
private-internet source private destination
internet

ステップ 17

service-policy type inspectpolicy-map-name

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。

例：

• ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、

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

ステップ 18

end

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

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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ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
例：検査パラメータ マップの作成

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

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
Web Cache Communication Protocol（WCCP）を使用してトラフィックを Wide Area Application Engine
（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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例：LDAP 対応ファイアウォールの設定

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。

（注）

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。
!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

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
47

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
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

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
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp2 source zone2 destination
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp3 source zone3 destination
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp4 source zone4 destination
service-policy type inspect pmap
zone-pair security zp5 source zone5 destination
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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in

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
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

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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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
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール 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』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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

機能名

リリース

機能情報

ゾーン ベース ファイアウォー Cisco IOS XE デバッグ可能性強化ゾーンベース ファイアウォー
リリース
ルでのデバッグ可能性強化
ルは、デバッグ ログの重大度レベルを提供しま
3.10S
（フェーズ II）
す。
Firewall：NetMeeting Directory
(LDAP) ALG サポート

Cisco IOS XE LDAP は、ディレクトリ サービスに保存されてい
リリース 2.4 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 4 LDAP 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。

IOS-XE ZBFW と暗号 VPN の相 Cisco IOS XE IOS-XE ZBFW と暗号 VPN の相互運用機能は、
リリース
互運用
FlexVPN DVTI 上でのゾーンベース ファイアウォー
3.17S
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。
ゾーンベース ポリシー ファイ Cisco IOS XE Out-of-Order パケット処理機能は、セッションに
アウォールでの Out-of-Order パ リリース
DPI が必要ない場合に、OoO パケットのルータの
3.5S
ケット処理
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。
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機能名

リリース

機能情報

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

IOS XE
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サー
Denali 16.3.1 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。
次のコマンドが変更されました。show license all。

ゾーンベース ポリシー ファイ Cisco IOS XE ゾーンベース ポリシー ファイアウォール機能は、
リリース 2.1 ゾーンと呼ばれるインターフェイスのグループ間
アウォール
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。
ゾーンベース ファイアウォー
ル - デフォルト ゾーン

Cisco IOS XE ゾーンベース ファイアウォール - デフォルト ゾー
リリース 2.6 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。

マルチパス TCP のゾーン ベー Cisco IOS XE マルチポイント TCP は、ゾーンベース ファイア
ス ファイアウォール サポート リリース
ウォール レイヤ 4 インスペクションとシームレス
3.13S
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。
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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 Control Messaging 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

機能

設定情報

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。
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ファイアウォール機能の IPv6 サポート

機能

設定情報

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

• 「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。

IP フラグメンテーション

「仮想フラグメンテーション再構成」モジュール。

シャーシ間 HA

—

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」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。

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
ジュールの「Out-of-Order パケット処理」の項。

パラメータ マップ（インスペクション タイ 「ゾーンベース ポリシー ファイアウォール」モ
プ パラメータ マップの場合、パラメータ
ジュール。
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）
ポリシー 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。

ポートとアプリケーションのマッピング

—

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 『IP Addressing: NAT Configuration Guide』の
（NAT64）
「Stateful Network Address Translation 64」モジュー
ル。
「ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定」モ
ジュール。

TCP SYN Cookie

VPN ルーティングおよび転送（VRF）対応 「VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール」モ
ファイアウォール
ジュール。
仮想フラグメンテーション再構成（VFR）

「仮想フラグメンテーション再構成」モジュール。

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
57

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの IPv6 サポート
デュアルスタック ファイアウォール

機能

設定情報

ゾーン、デフォルト ゾーン、ゾーン ペア

「ゾーンベース ポリシー ファイアウォール」モ
ジュール。

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

IPv6 ヘッダーのフィー IPv6 ヘッダーのフィールドの詳細
ルド
Version

IPv4 パケット ヘッダーのバージョン IPv6 である必要があります。
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。

トラフィック クラス

IPv4 パケット ヘッダーのタイプ オブ 検査されません。
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。
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ファイアウォール アクション

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの IPv6 サポート
IPv6 ファイアウォール セッション

IPv6 ヘッダーのフィー IPv6 ヘッダーのフィールドの詳細
ルド

ファイアウォール アクション

フロー ラベル

IPv6 パケット ヘッダーの新しいフィー 検査されません。
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。

ペイロード長

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。

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。

次ヘッダー長

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。

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。

ホップ リミット

IPv4 パケット ヘッダーの存続可能時間 検査されません。
（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。

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

（注）

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。

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。

（注）

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。
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。

（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードを開始します。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

vrf-definitionvrf-name
例：

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。

Device(config)# vrf-definition VRF1

ステップ 4

address-family ipv6
例：

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。

Device(config-vrf)# address-family
ipv6

ステップ 5

exit-address-family
例：

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。

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

ステップ 6

exit

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。

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 7

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

ステップ 8

sessions maximumsessions

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
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。

例：
Device(config-profile)# sessions
maximum 10000
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 10

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 11

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 12

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 13

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 14

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 15

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 16

match access-group
nameaccess-group-name

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。

例：
Device(config-cmap)# match
access-group name ipv6-acl
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ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

match protocolprotocol-name

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。

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

ステップ 18

exit
例：

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。

Device(config-cmap)# exit

ステップ 19

policy-map type inspectpolicy-map-name
例：

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。

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

ステップ 20

class type inspectclass-map-name
例：

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。

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

ステップ 21

inspect[parameter-map-name]

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。

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

ステップ 22

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end
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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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イネーブル化
例：
Device> enable

ステップ 2 configure terminal

目的
特権 EXEC モードを開始します。
• 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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 zone securityzone-name
例：

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。

Device(config)# zone security z1

ステップ 4 exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit

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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5 zone securityzone-name
例：

目的
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。

Device(config)# zone security z2

ステップ 6 exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit

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。

ステップ 7 zone-pair
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ
securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone] 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。
例：
Device(config)# zone-pair security in-2-out source z1
destination z2

ステップ 8 service-policy type inspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 9 exit
例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ
プ 10

interfacetype number
例：

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。
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。

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

ステッ
プ 11

ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：
Device(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64

ステッ
プ 12

encapsulation dot1qvlan-id

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。

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

ステッ
プ 13

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

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-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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ
プ 14

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 15

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

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
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• 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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 unicast-routing

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。

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interfacetype number

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。

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

ステップ 5

no ip address

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。

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 6

zone-member securityzone-name

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。

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

ステップ 7

negotiation auto
例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 8

ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：

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。
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。

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

ステップ 9

ipv6 enable
例：

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。

Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 10

nat64 enable

インターフェイスで NAT64 をイネーブルにしま
す。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 11

exit
例：
Device(config-if)# exit
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

interfacetype number

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。

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

ステップ 13

ip addressip-address mask

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。

例：
Device(config-if)# ip address 209.165.201.25
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 member securityzone-name
例：
Device(config-if)# zone member security z2

ステップ 15

negotiation auto
例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 16

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。
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 17

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 18

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 19

permit ipv6
IPv6 アクセス リスト、送信元 IPv6 ホスト アドレ
hostsource-ipv6-addresshostdestination-ipv6-address 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。
例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 host
2001:DB8:1::2 host 209.165:201.25

ステップ 20

exit
例：

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。

Device(config-ipv6-acl)# exit
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ステップ 21

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 routeipv6-prefix/length interface-type
interface-number

スタティック IPv6 ルートを確立します。

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

ステップ 22

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

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。

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

ステップ 23

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

ステートフル NAT64 IPv4 アドレス プールを定義
します。

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

ステップ 24

nat64 v6v4
listaccess-list-namepoolpool-nameoverload

NAT64 PAT または過負荷アドレス変換をイネーブ
ルにします。

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

ステップ 25

end

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。

例：
Device(config)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Commands List, All Releases』

セキュリティ 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』

ステートフル NAT64

『Stateful Network Address Translation 64』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 2460

『Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification』

RFC 2473

『Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

ゾーンベース ポリシー ファイ Cisco IOS XE リリース
3.6S
アウォールの IPv6 サポート

機能情報
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。
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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 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。

（注）

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。

• 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

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。
• VRF ID 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。

（注）

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。

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、MPLS VPN 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。

（注）

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。
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（Border Gateway
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。

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
83

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール
VRF 対応 NAT

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
Security Association and Key Management 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。

（注）

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。

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。

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
88

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール
VRF 対応シスコ ファイアウォールの展開

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip vrf vrf-name

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。

例：
Router(config)# ip vrf vrf1

ステップ 4

rd route-distinguisher

VRF インスタンスのルート識別子（RD）を指定します。

例：
Router(config-vrf)# rd 10:1

ステップ 5

route-target export
route-target-ext-community

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。

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

ステップ 6

route-target import
route-target-ext-community

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。

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

ステップ 7

exit

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。

例：
Router(config-vrf)# exit

ステップ 8

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

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。

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

ステップ 9

match protocol tcp

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。

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

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
92

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール
VRF、クラスマップ、およびポリシーマップの定義

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

match protocol h323

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。

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

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、
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 12

policy-map type inspect policy-map-name 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
例：
ション モードを開始します。
Router(config)# policy-map type
inspect global-vpn1-pmap

ステップ 13

class type inspect class-map-name
例：

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。

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

ステップ 14

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 [parameter-map-name]
例：
Router(config-pmap-c)# inspect
class-map1

ステップ 15

exit
例：

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。

Router(config-pmap-c)# exit

ステップ 16

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

ステップ 17

end

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-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。

例：
Router(config-pmap)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

zone security security-zone-name

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。

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

ステップ 4

exit
例：

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。

Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 5

zone security security-zone-name

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。

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

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
94

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイアウォール
ゾーンとゾーン ペアの定義

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

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

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-name：インターフェイスに付加されている

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

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。

ステップ 8

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

ステップ 9

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
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。

例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

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。

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

ステップ 4

ip vrf forwarding name

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。

例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding
vrf1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip address ip-address mask

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。

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

ステップ 6

zone-member security zone-name

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。

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

ステップ 7

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 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 モードを開
始します。

exit
例：
Router(config-if)# exit

ステップ 9

interface type number

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。

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

ステップ 10

ip address ip-address mask

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。

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

ステップ 11

zone-member security zone-name

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。

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

ステップ 12

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 13

exit
例：

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。

Router(config-if)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 14

目的

ip route vrf vrf-name destination-ip-address VRF インスタンス用のスタティック ルートを確立しま
destination-prefix interface-type number
す。
[global]
例：
Router(config)# ip route vrf vpn1
10.111.111.0 255.255.255.0
gigabitethernet 1/1/1 global

ステップ 15

end

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。

例：
Router(config)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』

NAT

『Configuring Network Address Translation: Getting
Started』

MPLS VPN

『onfiguring a Basic MPLS VPN』

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール

『Zone-based Policy Firewall』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

VRF 対応 Cisco IOS XE ファイ Cisco IOS XE リリース 2.5
アウォール
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機能情報
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 VRF イン
ターフェイスに適用されます。
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用語集

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォール - VRF 対応
ALG サポート

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。

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、Simple Mail Transfer
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
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# zone-pair security wan2lan source
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type
Device(config-sec-zone-pair)# exit
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lan destination wan
inspect policy-lan-wan
wan destination lan
inspect policy-wan-lan
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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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』

ゾーンベースのファイアウォール

『Zone-Based Policy Firewalls, Configuration
Guide』の「Zone-Based Policy Firewalls」モ
ジュール
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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

機能名

リリース

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

機能情報
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。
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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
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
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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。Cisco IOS XE 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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件

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable
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2 レイヤ ネスト クラス マップの設定

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

class-map match-any class-map-name
例：

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。

Router(config)# class-map match-any
child1

ステップ 4

match protocol protocol-name

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。

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

ステップ 5

exit
例：

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。

Router(config-cmap)# exit

ステップ 6

class-map match-any class-map-name
例：

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。

Router(config)# class-map match-any
child2

ステップ 7

match protocol protocol-name

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。

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

ステップ 8

exit
例：

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。

Router(config-cmap)# exit

ステップ 9

class-map match-any class-map-name
例：

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。

Router(config)# class-map match-any
parent

ステップ 10

match class-map class-map-name

トラフィッククラスを分類ポリシーとして設定します。

例：
Router(config-cmap)# match class-map
child1
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

match class-map class-map-name

トラフィッククラスを分類ポリシーとして設定します。

例：
Router(config-cmap)# match class-map
child2

ステップ 12

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Router> enable

ステップ 2

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 3

policy-map type inspect policy-map-name 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
例：
を開始します。
Router(config)# policy-map type
inspect pmap
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

class-type inspect class-map-name

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。

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

ステップ 5

inspect

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。

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステップ 6

end

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。

例：
Router(config-pmap-c)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Router> enable

ステップ 2

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 3

zone security zone-name

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。

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

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を開始します。

exit
例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 5

zone security zone-name

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。

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

ステップ 6

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 7

zone-pair security zone-pair-name
[source zone-name destination
[zone-name]]

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。

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

ステップ 8

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。
（注）
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。

service-policy type inspect
policy-map-name
例：
Router(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect pmap
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 10

interface type number

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。

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

ステップ 11

zone-member security zone-name

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。

例：

• 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

Router(config-if)# zone-member
security source-zone

ステップ 12

end

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。

例：
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
Router(config-cmap)# match protocol
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any
Router(config-cmap)# match protocol
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any

child1
tcp
child2
udp
parent
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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(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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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関連項目

マニュアル タイトル

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール

『Zone-Based Policy Firewall』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

ゾーンベース ポリシー ファイ Cisco IOS XE リリース 3.5S
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

機能情報
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。
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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 サポートに関する機能情
報
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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

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-Service Software Upgrade（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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

ユーザ EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかを実行します。

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
• 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
• parameter-maptypeinspect-global
フィギュレーション モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config)# parameter-map type inspect
pmap1
or
Device(config)# parameter-map type
inspect-global

ステップ 4

zone-mismatchdrop
例：
Device(config-profile)# zone-mismatch drop

ステップ 5

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
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

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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

機能名

リリース

機能情報

ゾーン不一致処理

Cisco IOS XE 3.15S

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。
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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
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。

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
133

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 シャーシ間冗長性の機能

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。

（注）

非対称ルーティングはサポートされません。

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、Aggregation Services Router（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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

applicationredundancy

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。

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5

groupid

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

name group-name

（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。

例：
Device(config-red-app-grp)# name group1

ステップ 7

シャットダウン

（任意）冗長グループを手動でシャットダウンします。

例：
Device(config-red-app-grp)# shutdown

ステップ 8

priority value [failover threshold value]

（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。

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 9

preempt
例：

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。

Device(config-red-app-grp)# preempt

ステップ 10

trackobject-number{decrement value |
shutdown}

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# track 200
decrement 200

ステップ 11

end

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

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 4

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 5

protocolid
例：
Device(config-red-app)# protocol 1

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。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

namegroup-name

（任意）名前を使用して冗長グループ（RG）を設定
します。

例：
Device(config-red-app-prtcl)# name prot1

ステップ 7

timershellotime{seconds | msec
milliseconds}holdtime {seconds | msec
milliseconds}

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。

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 9

ステップ 8

authentication {textstring | md5key-string [0 |
7] key-string timeout seconds |
key-chainkey-chain-name}

認証情報を指定します。

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1 timeout
100

ステップ 9

end
例：

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。

Device(config-red-app-prtcl)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 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。

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/1

ステップ 4

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 5

redundancygroupidipvirtual-ipexclusive
[decrementvalue]

• 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。

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
ip 10.10.1.1 exclusive decrement 20

ステップ 6

end

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。

例：
Device(config-if)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

applicationredundancy

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。

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 5

groupid

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

datainterface-typeinterface-number

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/0

ステップ 7

controlinterface-typeinterface-numberprotocolid 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。
例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/2 protocol 1

ステップ 8

timersdelayseconds [reloadseconds]
例：

• 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。

Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

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 モードを終了して特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-red-app-grp)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

debugredundancyapplicationgroupconfig{all| error |
event | func}

冗長グループアプリケーションの設定を表示
します。

例：
Device# debug redundancy application group config
all

ステップ 3

debugredundancyapplicationgroupfaults{all | error |
event | fault | func}
例：
Device# debug redundancy application group faults
error

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
146

冗長グループアプリケーションの障害を表示
します。

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 シャーシ間冗長性の管理とモニタリング

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

debugredundancyapplicationgroupmedia{all | error |
event | nbr | packet{rx | tx} |timer}

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。

例：
Device# debug redundancy application group media
timer

ステップ 5

debugredundancyapplicationgroupprotocol{all | detail 冗長グループ アプリケーションのグループ
| error | event | media | peer}
プロトコル情報を表示します。
例：
Device# debug redundancy application group
protocol peer

ステップ 6

debugredundancyapplicationgrouprii{error | event}

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。

例：
Device# debug redundancy application group rii
event

ステップ 7

debugredundancyapplicationgrouptransport{db | error 冗長グループ アプリケーションのグループ
| event | packet | timer | trace}
トランスポート情報を表示します。
例：
Device# debug redundancy application group
transport trace

ステップ 8

debugredundancyapplicationgroupvp{error | event}

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。

例：
Device# debug redundancy application group vp
event

ステップ 9

showredundancyapplicationgroup [group-id| all]

冗長グループ情報を表示します。

例：
Device# show redundancy application group all

ステップ 10

showredundancyapplicationtransport{client |
group[group-id]}

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。

例：
Device# show redundancy application transport
group 1
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

showredundancyapplicationcontrol-interfacegroup
[group-id]

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。

例：
Device# show redundancy application
control-interface group 2

ステップ 12

showredundancyapplicationfaultsgroup[group-id]

冗長グループの障害固有の情報を表示しま
す。

例：
Device# show redundancy application faults group
2

ステップ 13

showredundancyapplicationprotocol {protocol-id | group 冗長グループのプロトコル固有の情報を表示
[group-id]
します。
例：
Device# show redundancy application protocol 3

ステップ 14

showredundancyapplicationif-mgrgroup[group-id]

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。

例：
Device# show redundancy application if-mgr group
2

ステップ 15

showredundancyapplicationdata-interfacegroup
[group-id]

データインターフェイス固有の情報を表示し
ます。

例：
Device# show redundancy application data-interface
group 1

ステップ 16

end
例：
Device# end
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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)#
Device(config-red-app-grp)#
Device(config-red-app-grp)#
Device(config-red-app-grp)#
Device(config-red-app-grp)#

group 1
data GigabitEthernet 0/0/0
control GigabitEthernet 0/0/2 protocol 1
timers delay 100 reload 400
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、GigabitEthernet 0/2/1 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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォール ステー Cisco IOS XE リリース ファイアウォール ステートフル シャーシ間冗
トフル シャーシ間冗長性 3.1(S)
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。
ゾーンベース ファイア
Cisco IOS XE リリース
ウォールでの VRF 対応ス 3.14S
テートフル シャーシ間冗
長性
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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。

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 Address Resolution Protocol（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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（注）

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。

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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定方法

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：FTP ALG 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

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 5

protocolid
例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 6

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。
（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 7

timershellotime{seconds | msec
milliseconds}holdtime {seconds | msec
milliseconds}

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。

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 9

ステップ 8

authentication {textstring | md5key-string [0 |
7] key-string timeout seconds |
key-chainkey-chain-name}

認証情報を指定します。

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1 timeout
100

ステップ 9

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
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

applicationredundancy

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。

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5

groupid

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

name group-name

（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。

例：
Device(config-red-app-grp)# name group1

ステップ 7

（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 8

priority value [failover threshold value]

（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。

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 9

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 10

trackobject-number{decrement value |
shutdown}

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# track 200
decrement 200

ステップ 11

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
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

applicationredundancy

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。

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 5

groupid

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

datainterface-typeinterface-number

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/0

ステップ 7

controlinterface-typeinterface-numberprotocolid 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。
例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/2 protocol 1

ステップ 8

timersdelayseconds [reloadseconds]
例：

• 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。

Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

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 モードを終了して特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-red-app-grp)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number

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。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/0/2

ステップ 4

descriptionstring

（任意）インターフェイス設定に説明を追加します。

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

ステップ 5

encapsulation dot1qvlan-id

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。

例：
Device(config-if)# encapsulation dot1q
18

ステップ 6

ip vrf forwardingname
例：
Device(config-if)# ip vrf forwarding
trust

ステップ 7

ipv6 address{ipv6-prefix/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

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。
• 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。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:1:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFE/64

ステップ 8

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

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-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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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

ステップ 9

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 10

redundancy groupid {ipvirtual-ip| ipv6
{link-local-address|
ipv6-address/prefix-length} | autoconfig}
[exclusive] [decrementvalue]

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。

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
ipv6
2001:0DB8:1:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFE/64
exclusive decrement 50

ステップ 11

end

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。

例：
Device(config-if)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number

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。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/1/0

ステップ 4

description string

（任意）インターフェイス設定に説明を追加します。

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

ステップ 5

ipv6 address{ipv6-prefix/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

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。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:2222::/48
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

zone-member securityzone-name

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。

例：

• zone-name 引数の場合、zone security コマンドを使用して

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

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。

ステップ 7

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 8

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 9

冗長性非対称ルーティングの有効化

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。

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

ステップ 10

end

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。

例：
Device(config-if)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードを開始します。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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 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 5

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 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

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

ステップ 8

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
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 9

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 10

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
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

ip port-mapappl-name
portport-numlistlist-name

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。

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

ステップ 12

ipv6 access-listaccess-list-name

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。

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

ステップ 13

permit ipv6 any any

IPv6 アクセス リストに許可条件を設定します。

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

ステップ 14

exit
例：

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。

Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 15

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

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。

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

ステップ 16

match access-group
nameaccess-group-name

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。

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

ステップ 17

match protocolprotocol-name

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。

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

ステップ 18

exit
例：

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。

Device(config-cmap)# exit
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ステップ 19

コマンドまたはアクション

目的

policy-map type inspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 20

class type inspectclass-map-name
例：

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。

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

ステップ 21

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 22

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end
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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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イネーブル化
例：
Device> enable

ステップ 2 configure terminal

目的
特権 EXEC モードを開始します。
• 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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 zone securityzone-name
例：

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。

Device(config)# zone security z1

ステップ 4 exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 zone securityzone-name

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。

例：
Device(config)# zone security z2

ステップ 6 exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7 zone-pair
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ
securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone] 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。
例：
Device(config)# zone-pair security in-2-out source z1
destination z2

ステップ 8 service-policy type inspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 9 exit

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ
プ 10

interfacetype number

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。

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

ステッ
プ 11

ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：
Device(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64

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 13

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

• Zone-name 引数に関して、zone
security コマンドを使用して設定し

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
179

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
ゾーンの設定とインターフェイスへのゾーンの適用

コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ
プ 14

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 15

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

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
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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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(config-red-app-grp)#
Device(config-red-app-grp)#
Device(config-red-app-grp)#
Device(config-red-app-grp)#
Device(config-red-app-grp)#

name group1
priority 100 failover-threshold 50
preempt
track 200 decrement 200
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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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(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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォールコマンド

• 『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』
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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

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

Cisco IOS XE
IPv6 ゾーンベース ファイア
ウォールのボックスツーボッ Release 3.8S
クス ハイ アベイラビリティ
サポート

機能情報
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。
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機能名

リリース

IPv6 ゾーン ベースのファイア Cisco IOS XE
ウォールのボックスツーボッ Release 3.8S
クス ハイ アベイラビリティ
サポート

機能情報
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。
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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。

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
190

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
ファイアウォールでの非対称ルーティング サポート

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。

（注）

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。

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、Internet Control Message
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。

（注）

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-routing always-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。

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 IOS XE 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、VRF ID 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• 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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

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
195

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
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

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

application redundancy

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。

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5

group id

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

name group-name

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# name
group1

ステップ 7

priority value [failover threshold value]

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 8

preempt
例：

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。

Device(config-red-app-grp)# preempt

• 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。
ステップ 9

track object-number decrement number
例：

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。

Device(config-red-app-grp)# track 50
decrement 50

ステップ 10

exit
例：

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。

Device(config-red-app-grp)# exit

ステップ 11

protocol id
例：

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。

Device(config-red-app)# protocol 1
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

timers hellotime {seconds | msec msec}
holdtime {seconds | msec msec}

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。
• 保留時間は、hellotime の少なくとも 3 倍でなければ

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 10

ステップ 13

なりません。

authentication {text string | md5 key-string 認証情報を指定します。
[0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain
key-chain-name}
例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1
timeout 100

ステップ 14

bfd
例：
Device(config-red-app-prtcl)# bfd

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
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。

ステップ 15

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

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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（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

application redundancy

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。

例：
Device(config-red)# application
redundancy
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

group id

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

data interface-type interface-number

RG で使用されるデータ インターフェイスを指定しま
す。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/1

ステップ 7

controlinterface-type interface-number protocol RG で使用されるコントロール インターフェイスを指
id
定します。
• また、コントロール インターフェイスは、コント

例：
Device(config-red-app-grp)# control
GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1

ステップ 8

timers delay seconds [reload seconds]
例：

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。

Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 9

asymmetric-routing interfacetype number

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。

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing interface
GigabitEthernet 0/1/1

ステップ 10

asymmetric-routing always-divert enable

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。

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 11

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
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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
• 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

（注）

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number
例：

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。

Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/3
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

redundancy rii id

冗長性インターフェイス識別子（RII）を設定します。

例：
Device(config-if)# redundancy rii 600

ステップ 5

redundancy group id [decrement number] 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
例：
らされる量を指定します。
Device(config-if)# redundancy group 1
decrement 20
（注）

ステップ 6

冗長性非対称ルーティングの有効化

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。

各 RG の非対称フロー転送トンネルを確立します。

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

ステップ 7

end

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。

例：
Device(config-if)# end

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-id mapping-id map-id
16. access-list standard-acl-number permit source-address wildcard-bits
17. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number

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。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/3

ステップ 4

ip address ip-address mask

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。

例：
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip nat outside

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。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

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
に入ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7

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 8

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 9

group id

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 10

asymmetric-routing always-divert enable

アクティブ デバイスにトラフィックを転送します。

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 11

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 12

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 13

ip nat pool name start-ip end-ip {mask |
prefix-length prefix-length}

グローバル アドレスのプールを定義します。
• 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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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-ipnat-pool)# exit

ステップ 15

ip nat inside source list acl-number pool name 内部送信元アドレスの NAT を有効にし、マッピング
redundancy redundancy-id mapping-id map-id ID を使用して NAT を冗長グループに関連付けます。
例：
Device(config)# ip nat inside source
list pool pool1 redundancy 1 mapping-id
100

ステップ 16

access-list standard-acl-number permit
source-address wildcard-bits

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。

例：
Device(config)# access-list 10 permit
10.1.1.1 255.255.255.0

ステップ 17

end

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。

例：
Device(config)# 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
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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

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
206

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
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

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
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関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ 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 シャーシ間冗長性

「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

NAT 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

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

NAT44 対応の非対称ルーティ Cisco IOS XE リリース
3.16S
ング拡張

機能情報
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。

ゾーンベース ファイアウォー Cisco IOS XE Release 3.5S ゾーンベース ファイアウォールおよび
ルと NAT に対するシャーシ間
NAT のシャーシ間非対称ルーティング
非対称ルーティング サポート
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。
ゾーンベース ファイアウォー Cisco IOS XE リリース
ルの VRF 対応シャーシ間非対 3.14S
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。

NAT の VRF 対応シャーシ間 Cisco IOS XE リリース
非対称ルーティング サポート 3.14S

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。
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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）。

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
213

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
デュアルスタック ファイアウォール

• 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。

（注）

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。

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、Internet Control Message
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。

（注）

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-routing always-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。

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。

（注）

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。
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• 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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長性

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

application redundancy

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。

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5

group id

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

name group-name

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# name
group1

ステップ 7

priority value [failover threshold value]

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 8

preempt
例：

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。

Device(config-red-app-grp)# preempt

• 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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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

track object-number decrement number

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。

例：
Device(config-red-app-grp)# track 50
decrement 50

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、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 11

protocol id

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。

例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 12

timers hellotime {seconds | msec msec}
holdtime {seconds | msec msec}

• 保留時間は、hellotime の少なくとも 3 倍でなければ

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 10

ステップ 13

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。
なりません。

authentication {text string | md5 key-string 認証情報を指定します。
[0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain
key-chain-name}
例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1
timeout 100

ステップ 14

bfd
例：
Device(config-red-app-prtcl)# bfd

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
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。

ステップ 15

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
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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。

（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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 4

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 5

group id

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。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

data interface-type interface-number

RG で使用されるデータ インターフェイスを指定しま
す。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/1

ステップ 7

controlinterface-type interface-number protocol RG で使用されるコントロール インターフェイスを指
id
定します。
• また、コントロール インターフェイスは、コント

例：
Device(config-red-app-grp)# control
GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1

ステップ 8

timers delay seconds [reload seconds]
例：

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。

Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 9

asymmetric-routing interfacetype number

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。

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing interface
GigabitEthernet 0/1/1
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

asymmetric-routing always-divert enable

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。

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 11

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

interface type number

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。

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/3

ステップ 4

redundancy rii id

冗長性インターフェイス識別子（RII）を設定します。

例：
Device(config-if)# redundancy rii 600

ステップ 5

redundancy group id [decrement number] 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
例：
らされる量を指定します。
Device(config-if)# redundancy group 1
decrement 20
（注）

ステップ 6

冗長性非対称ルーティングの有効化

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。

各 RG の非対称フロー転送トンネルを確立します。

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

ステップ 7

end

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。

例：
Device(config-if)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードを開始します。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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 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 5

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 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

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

ステップ 8

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
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 9

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 10

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
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

ip port-mapappl-name
portport-numlistlist-name

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。

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

ステップ 12

ipv6 access-listaccess-list-name

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。

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

ステップ 13

permit ipv6 any any

IPv6 アクセス リストに許可条件を設定します。

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

ステップ 14

exit
例：

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。

Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 15

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

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。

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

ステップ 16

match access-group
nameaccess-group-name

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。

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

ステップ 17

match protocolprotocol-name

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。

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

ステップ 18

exit
例：

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。

Device(config-cmap)# exit
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ステップ 19

コマンドまたはアクション

目的

policy-map type inspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 20

class type inspectclass-map-name
例：

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。

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

ステップ 21

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 22

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end
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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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イネーブル化
例：
Device> enable

ステップ 2 configure terminal

目的
特権 EXEC モードを開始します。
• 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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 zone securityzone-name
例：

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。

Device(config)# zone security z1

ステップ 4 exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit
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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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 zone securityzone-name

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。

例：
Device(config)# zone security z2

ステップ 6 exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7 zone-pair
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ
securityzone-pair-name[sourcesource-zonedestinationdestination-zone] 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。
例：
Device(config)# zone-pair security in-2-out source z1
destination z2

ステップ 8 service-policy type inspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 9 exit

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ
プ 10

interfacetype number

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。

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

ステッ
プ 11

ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：
Device(config-subif)# ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64

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 13

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

• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ
プ 14

end
例：

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。

Device(config-subif)# end

ステッ
プ 15

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

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
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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

IPv6 ゾーンベース ファイア Cisco IOS XE
ウォールのシャーシ間ハイア Release 3.8S
ベイラビリティ サポート

機能情報
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。
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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
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

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（ESXi L2 SW
など）を使用して接続された 2 つの冗長 Cisco CSR 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
ボックス ハイ アベイラビリティに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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 ステート
フル シャーシ間冗長性

• 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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

Cisco CSR1000v ルータに Cisco IOS XE リリース
対するファイアウォール 3.14S
ボックスツーボックス ハ
イ アベイラビリティ

機能情報
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、Cisco CSR1000v
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。
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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
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、Internet Control Management 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
Internet Control Management 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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（注）

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。

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

パケット タイプ

名前

説明

0

エコー応答

エコー要求（タイプ 8）に対する応答。

3

到達不能

どの要求にも可能性のある応答。

8

エコー要求

ping または traceroute 要求。

11

時間超過

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。

13

タイムスタンプ要求

要求。

14

タイムスタンプ応答

タイムスタンプ要求（タイプ 13）に対する
応答。

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 1 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。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：

• パスワードを入力します（要求さ

Device> enable

れた場合）。
ステップ 2

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 3

access-listaccess-list-number{deny | permit} icmpsource
source-wildcarddestination destination-wildcard

拡張 IP アクセス リストを定義します。

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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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

class-map type inspectclass-map-name

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。

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

ステップ 5

match protocolprotocol-name

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。

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

ステップ 6

exit
例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 7

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

ステップ 8

classclass-map-name
例：
Device(config-pmap)# class c1

ステップ 9

inspect

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。
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。
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
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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 10

exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 11

exit
例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 12

zone securityzone-name
例：

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。
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。
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。

Device(config)# zone security z1

• 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

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
250

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確認

コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 13

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

zone-pair
インターフェイスを割り当てることがで
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone きる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
例：
モードを開始します。
Device(config)# zone-pair security inout source z1
destination z2

ステップ 15

service-policy type inspectpolicy-map-name

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
p1

ステップ 16

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

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
permit icmp any host 192.168.133.3
permit icmp any host 192.168.133.3
permit icmp any host 192.168.133.3

time-exceeded
unreachable
timestamp-reply
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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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標準と RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 792

『Internet Control Message Protocol』

RFC 950

『Internet Standard Subnetting Procedure』

RFC 1700

『AssignedNumbers』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

ICMP のファイアウォール Cisco IOS XE リリース 2.1 ICMP のファイアウォール ステートフ
ステートフル インスペク Cisco IOS XE リリース 3.2S ル インスペクション機能は、ICMPv4
ション
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。
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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 Cisco Unified
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 Cisco Unified Communications Manager
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 Cisco Unified Communications Manager が使用されます。最初の Cisco Unified
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

Skinny インスペクション メッセージ

説明

CloseReceiveChannel

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。
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Skinny インスペクション メッセージ

説明

OpenReceiveChannelACK

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。

StartMediaTransmission

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。

StopMediaTransmission

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。

StationCloseReceiveChannel

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。

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。
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。

StationOpenReceiveChannelAck

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。

StationStartMediaTransmission

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。

StationStartMultiMediaTransmit

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。

StationStopMediaTransmission

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。

StationStopSessionTransmission

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。
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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。

（注）

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。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name 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。
例：
Router(config)# class-map type inspect
match-any cmap1

ステップ 4

matchprotocolprotocol-name

Skinny クラス マップの一致基準を設定します。

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

ステップ 5

matchprotocolprotocol-name

TFTP クラス マップの一致基準を設定します。

例：
Router(config-cmap)# match protocol tftp
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Router(config-cmap)# exit

ステップ 7

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

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。

例：
Router(config)# policy-map type inspect
pmap1

ステップ 8

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 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：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステップ 10

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 11

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

• 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。

ステップ 12

end

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。

例：
Router(config-pmap)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

zonesecurity {zone-name | default}
例：

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。

Router(config)# zone security zone1

ステップ 4

exit
例：

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。

Router(config-sec-zone)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

zonesecurity {zone-name | default}

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。

例：
Router(config)# zone security zone2

ステップ 6

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 7

zone-pairsecurityzone-pair-name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア コンフィ
{source-zone-name | self | default}
ギュレーション モードを開始します。
destination [destination-zone-name | self |
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーン ペアを設定する
default]]
必要があります。
例：
Router(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

ステップ 8

service-policytypeinspectpolicy-map-name 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。
例：
Router(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect pmap1

ステップ 9

（注）

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 モードを開始
します。

exit
例：
Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 10

interfacetypenumber

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。

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

ステップ 11

zone-membersecurityzone-name
例：
Router(config-if)# zone-member
security zone1

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。
（注）

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。
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 13

interfacetypenumber

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。

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

ステップ 14

zone-membersecurityzone-name

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。

例：
Router(config-if)# zone-member
security zone2

ステップ 15

end

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。

例：
Router(config-if)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All
Releases』

セキュリティ 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

ALG - SCCP V17 サポート

Cisco IOS XE リリース 3.5S

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。
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機能名

リリース

ファイアウォール：SCCP ビデ Cisco IOS XE リリース 2.4
オ ALG サポート

機能情報
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。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
Communications Manager 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。

Skinny Client Control Protocol の Cisco IOS XE リリース 2.1
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 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 Cisco Unified
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。
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第
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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 QoS CLI（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 VRF 1（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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（注）

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。

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、VRF 2 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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イネーブル化
例：
Device> enable

目的
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）。
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コマンドまたはアクション
ステップ 2 configureterminal

目的
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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 interfacetype number
例：

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。

Device(config)# interface vasileft 100

• この例では、vasileft インター
フェイスが設定されます。
ステップ 4 vrfforwarding table-name
例：

VRF テーブルを設定します。
（注）

Device(config-if)# vrf forwarding VRFLEFT

ステップ 5 ipaddress {ip-addressmask [secondary] | poolpool-name}
例：

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。

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。

Device(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

ステップ 6 exit
例：
Device(config-if)# exit

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。

ステップ 7 iproute[vrfvrf-name]destination-prefixdestination-prefix-maskinterface-type VRF インスタンスおよび VASI イン
interface-number
ターフェイスのスタティック ルート
を確立します。
例：
Device(config)# ip route vrf VRFLEFT
172.16.0.0 255.255.0.0 VASILEFT 100

ステップ 8 interfacetype number
例：

（注）

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。

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。

Device(config)# interface vasiright 100

• 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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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 9 vrfforwardingtable-name

VRF テーブルを設定します。

例：
Device(config-if)# vrf forwarding VRFRIGHT

ステッ
プ 10

ipaddress {ip-addressmask [secondary] | poolpool-name}
例：

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。

Device(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ステッ
プ 11

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

iproute[vrfvrf-name]destination-prefixdestination-prefix-maskinterface-type VRF インスタンスおよび VASI イン
interface-number
ターフェイスのスタティック ルート
を確立します。
例：
Device(config)# ip route vrf VRFRIGHT
10.0.0.0 255.0.0.0 VASIRIGHT 100

ステッ
プ 13

（注）

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。

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

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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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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

機能名

リリース

VASI でのマルチキャストおよ Cisco IOS XE リ
びマルチキャスト VPN
リース 3.14S

機能情報
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。
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。

VRF 対応ソフトウェア インフ Cisco IOS XE リ
ラストラクチャ
リース 2.6
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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。
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機能名

リリース

VASI（VRF 対応ソフトウェア Cisco IOS XE リ
インフラストラクチャ）拡張機 リース 3.1S
能フェーズ I

機能情報
VASI 強化フェーズ I 機能は、以下の強化を
VASI に提供します。
• 500 VASI 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。

VASI（VRF 対応ソフトウェア Cisco IOS XE リ
インフラストラクチャ）強化 リース 3.2S
フェーズ II

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。

VASI（VRF 対応ソフトウェア Cisco IOS XE リ
インフラストラクチャ）スケー リース 3.3S
ル

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。

VASI 2000 ペア 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。

Cisco IOS XE リ
リース 3.10S

次のコマンドが導入または変更されました。
interface(VASI)。

次のコマンドが導入または変更されました。
interface(VASI)。
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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
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 QoS CLI（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 VRF 1（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。

（注）

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。

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、VRF 2 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。
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

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 4

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
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit-address-family

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。

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

ステップ 6

end

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。

例：
Device(config-vrf)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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 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-map type inspect
match-anyclass-map-name
例：
Device(config)# class-map type
inspect match-any c-map

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
icmp

ステップ 6

指定されたプロトコルに基づいて、クラス マップ一致基準
を設定します。

match protocolname
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 モードを開始しま
す。

exit
例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 8

policy-map type inspectpolicy-map-name 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
例：
します。
Device(config)# policy-map type
inspect p-map

ステップ 9

class type inspectclass-map-name
例：

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。

Device(config-pmap)# class type
inspect c-map

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
例：
Device(config-pmap-c)# inspect
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 12

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

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。
• 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。

ステップ 13

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

zone securityzone-name

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。

例：
Device(config)# zone security in

• 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。
ステップ 4

exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 5

zone-pair
ゾーンペアを作成し、セキュリティゾー
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone ンペア コンフィギュレーション モード
を開始します。
例：
Device(config)# zone-pair security in-out source in
destination out

ステップ 6

service-policy type inspectpolicy-map-name
例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
p-map

ステップ 7

exit
例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

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 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。

interfacetype number
例：

• 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。
• 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。

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

ステップ 9

vrf forwardingvrf-name
例：
Device(config-if)# vrf forwarding VRF1
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コマンドまたはアクション

目的
（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。

ステップ 10 no ip address

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。

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 11 zone member securityzone-name

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。

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

ステップ 12 ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2:1234/64

ステップ 13 ipv6 enable

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。
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。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 14 negotiation auto
例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 15 exit

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。
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。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 16 interfacetype number

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。

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

ステップ 17 no ip address

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。

例：
Device(config-if)# no ip address

ステップ 18 ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:3:1234/64

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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 19 ipv6 enable
例：

目的
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。

Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 20 negotiation auto
例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 21 end

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。
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。

例：
Device(config-if)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

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 4

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）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 5

ipv6
addressipv6-address/prefix-lengthlink-local

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。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
FE80::8EB6:4FFF:FE6C:E701 link-local

ステップ 6

ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：

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。

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:4:1234/64

ステップ 7

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 8

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 9

zone member securityzone-name

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。

例：
Device(config-if)# zone member security
out
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 11

interfacetype number

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。

例：
Device(config)# interface vasiright 1

ステップ 12

ipv6
addressipv6-address/prefix-lengthlink-local

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。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
FE80::260:3EFF:FE11:6770 link-local

ステップ 13

ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：

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。

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:4:1234/64

ステップ 14

ipv6 enable

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。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 15

no keepalive

キープアライブ パケットをディセーブルにします。

例：
Device(config-if)# no keepalive

ステップ 16

exit
例：

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。

Device(config-if)# exit

ステップ 17

ipv6 routeipv6-prefix/prefix-length
スタティック IPv6 ルートを確立します。
interface-type interface-number ipv6-address
例：
Device(config)# ipv6 route 2001::/64
vasileft 1 2001::/64

ステップ 18

ipv6 route vrfvrf-name
ipv6-prefix/prefix-length interface-type
interface-number ipv6-address

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。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config)# ipv6 route vrf vrf1
2001::/64 vasiright 1 2001::/64

ステップ 19

end

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。

例：
Device(config# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

VASI インターフェイス経由 Cisco IOS XE リ
の IPv6 ゾーンベース ファイ リース 3.7S
アウォール サポート

機能情報
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。
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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 SYN Cookie
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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分散型サービス妨害攻撃に対する保護に関する情報
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
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-detection basic-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

パケット ドロップの理由

脅威検出の設定

基本的なファイアウォール ドロップ

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

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 400 pps
バースト レート 1600 pps
レート間隔 600 秒

SYN 攻撃ファイアウォール 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

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、Internet Control
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。TCP SYN 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

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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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

class-map type inspect match-any class-map-name
例：
Device(config)# class-map type inspect match-any ddos-class

ステップ 4

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。
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 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

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

ステップ 7

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
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 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

policy-map type inspect policy-map-name
例：
Device(config)# policy-map type inspect ddos-fw

ステップ 10 class type inspectclass-map-name
例：
Device(config-pmap)# class type inspect ddos-class

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。
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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 11 inspect

目的
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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 12 exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 13 class class-default
例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 14 drop
例：

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。
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
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。

Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 15 exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 16 exit
例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 17 zone securitysecurity-zone-name
例：

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。
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。
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。

Device(config)# zone security private

• （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。
ステップ 18 exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 19 zone securitysecurity-zone-name

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。

例：
Device(config)# zone security public

• （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。
ステップ 20 exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 21 zone-pair
ゾーンペアを作成し、セキュリティゾー
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone ンペア コンフィギュレーション モード
を開始します。
例：
Device(config)# zone-pair security private2public source
private destination public

ステップ 22 service-policy type inspect policy-map-name

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。

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

ステップ 23 exit

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 24 interface type number

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。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/0.1

ステップ 25 ip address ip-address mask

サブインターフェイスに IP アドレスを
設定します。

例：
Device(config-subif)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ステップ 26 encapsulation dot1q vlan-id

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。

例：
Device(config-subif)# encapsulation dot1q 2
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コマンドまたはアクション
ステップ 27 zone-member security security-zone-name

目的
インターフェイスをゾーン メンバーと
して設定します。

例：

• security-zone-name 引数の場合、zone

Device(config-subif)# zone-member security private

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。
ステップ 28 end

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。

例：
Device(config-subif)# end

ステップ 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。

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-box max-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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。 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
• parameter-map type inspect-global
ション モードを開始します。
• 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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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

目的
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。
（注）

ステップ 4

per-box max-incomplete number
aggressive-aging high {value low value |
percent percent low percent percent}

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。

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。

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 2000 aggressive-aging
high 1500 low 1200

ステップ 5

per-box aggressive-aging high {value low 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。
value | percent percent low percent
percent}
例：
Device(config-profile)# per-box
aggressive-aging high 1700 low 1300

ステップ 6

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 7

parameter-map type
inspectparameter-map-name
例：

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
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。

Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 8

tcp
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
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] になるのを待機する時間を指定します。
例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 9

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 10

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します： 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
• parameter-map type inspect-global
レーション モードを開始します。
• 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
マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一
例：
Device(config)# parameter-map type
緒に設定することはできません。
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。
（注）

ステップ 4

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。

max-incomplete number aggressive-aging 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
high {value low value | percent percent low グレッシブ エージング制限を設定します。
percent percent}
例：
Device(config-profile)# max-incomplete
3455 aggressive-aging high 2345 low
2255

ステップ 5

session total number [aggressive-aging high 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
{value low value | percent percent low
ブ エージング制限を設定します。
percent percent}]
例：
Device(config-profile)# session total
1000 aggressive-aging high percent
80 low percent 60
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 7

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
inspectparameter-map-name
例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 8

tcp
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
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] になるのを待機する時間を指定します。
• アグレッシブ エージングがイネーブルになった後、最も

例：

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。

Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 9

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 10

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 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

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。
• 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
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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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

例：

ステップ 4

Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspectglobal

（注）

vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

パラメータ マップに VRF をバインドします。

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。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

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

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
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
inspectparameter-map-name
例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 7

tcp idle-time seconds [ageout-time
seconds]

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。

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 8

• 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。

tcp
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
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] になるのを待機する時間を指定します。
例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 9

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 10

policy-map type inspect policy-map-name 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。
例：
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw

ステップ 11

class type inspect match-any
class-map-name

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。

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 12

inspect parameter-map-name

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1

ステップ 13

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 14

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

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。

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf vrf1-pmap

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
-------All
UDP
ICMP
TCP

Session Cnt
----------0
0
0
0

Exceed
-----0
0
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip vrf vrf-name

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。

例：
Device(config)# ip vrf ddos-vrf1

ステップ 4

rd route-distinguisher

VRF インスタンスのルート識別子（RD）を指定します。

例：
Device(config-vrf)# rd 100:2

ステップ 5

route-target export
route-target-ext-community

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。

例：
Device(config-vrf)# route-target
export 100:2

ステップ 6

route-target import
route-target-ext-community

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。

例：
Device(config-vrf)# route-target
import 100:2

ステップ 7

exit

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。

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 8

parameter-map type inspect-vrf
vrf-pmap-name

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。

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

max-incomplete number aggressive-aging 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
high {value low value | percent percent low ジング制限を設定します。
percent percent}
例：
Device(config-profile)# max-incomplete
2000 aggressive-aging high 1500 low
1200

ステップ 10

session total number [aggressive-aging
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
{high value low value | percent percent low ブ エージング制限を設定します。
percent percent}]
• 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

ステップ 11

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 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、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 13

次のいずれかのコマンドを入力します。 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
• ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
• parameter-map type inspect global

inspect-global および 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。
（注）

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。
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

パラメータ マップに VRF をバインドします。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 15

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 16

parameter-map type
inspectparameter-map-name
例：

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。

Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 17

tcp idle-time seconds [ageout-time seconds] 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
例：
定します。
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 18

tcp
セッションをドロップする前に、TCP セッションが確立状
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] 態になるのを待機する時間を指定します。
例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 19

exit
例：

• 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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 20

policy-map type inspect policy-map-name 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
例：
します。
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw
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ステップ 21

コマンドまたはアクション

目的

class type inspect match-any
class-map-name

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。

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 22

inspect parameter-map-name

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1

ステップ 23

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 24

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

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
Protocol
-------All
UDP
ICMP
TCP

Half Open
Session Cnt
----------0
0
0
0

Exceed
-----0
0
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type inspect-zone
zone-pmap-name

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。

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-zone zone-pmap1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

alert on

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。

例：
Device(config-profile)# alert on

• 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。
ステップ 5

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 6

threat-detection rate fw-drop average-time-frame ファイアウォール ドロップ イベントの脅威検出レー
seconds average-threshold packets-per-second
トを設定します。
burst-threshold packets-per-second
• 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
例：
Device(config-profile)# threat-detection
必要があります。
rate fw-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

ステップ 7

threat-detection rate inspect-drop
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

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。

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate inspect-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

ステップ 8

threat-detection rate syn-attack
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

TCP SYN 攻撃イベントの脅威検出レートを設定しま
す。

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate syn-attack average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

ステップ 9

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

zone securitysecurity-zone-name

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。

例：
Device(config)# zone security public

ステップ 11

protectionparameter-map-name
例：

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。

Device(config-sec-zone)# protection
zone-pmap1

ステップ 12

exit
例：

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。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 13

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

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。

例：
Device(config)# zone-pair security
private2public source private destination
public

ステップ 14

end

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 15

show policy-firewall stats zone

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。

例：
Device# show policy-firewall stats zone

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 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

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

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。
• 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 および 6 にスキップします。
（注）

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。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

alert on

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。

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 5

per-box max-incomplete number

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。

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 12345

ステップ 6

session total number

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。

例：
Device(config-profile)# session
total 34500

ステップ 7

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 8

show policy-firewall stats global

グローバル ファイアウォール統計情報を表示します。

例：
Device# show policy-firewall stats
global
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

parameter-map type inspect-vrf vrf-name 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。
例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 4

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
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

max-incomplete number

VRF ごとのハーフ オープン接続の最大数を設定します。

例：
Device(config-profile)#
max-incomplete 2000

ステップ 6

session total number

VRF の総セッション制限を設定します。

例：
Device(config-profile)# session total
34500

ステップ 7

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 8

次のいずれかのコマンドを入力します。 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
• parameter-map type inspect-global
ギュレーション モードを開始します。
• 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
inspect global コマンドを使用できます。これら両方の
例：
Device(config)# parameter-map type
コマンドを一緒に設定することはできません。
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 10 をスキップしてください。
（注）

ステップ 9

alert on

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。

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。

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 10

vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

グローバル パラメータ マップに VRF をバインドします。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 12

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力しま 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
す。
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
• parameter-maptypeinspect global

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

ステップ 4

目的

alerton

• 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
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。
• 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。
（注）

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。

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。

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 5

per-box tcp syn-floodlimitnumber

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。

例：
Device(config-profile)# per-box tcp
syn-flood limit 500

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

showpolicy-firewallstatsvrfglobal
例：
Device# show policy-firewall stats
vrf global

（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。
• 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

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
340

分散型サービス妨害攻撃に対する保護
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

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
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関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ コマンド

『Cisco IOS Security Command Reference』

ファイアウォール リソース管理

『Configuring Firewall Resource Management
feature』

ファイアウォール TCP SYN Cookie

『Configuring Firewall TCP SYN Cookie feature』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

分散型サービス妨害攻撃に Cisco IOS XE リリース 分散型サービス妨害攻撃に対する保護機能
3.4S
対する保護
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。
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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。

（注）

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。

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、Internet Control Message
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
（注）

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。
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name 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
例：
開始します。
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 4

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 5

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
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 7

parameter-maptypeinspect-global
例：

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。

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

ステップ 8

vrfvrf-nameinspectparameter-map-name

VRF をパラメータ マップにバインドします。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect
vrf1-pmap

ステップ 9

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 10

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-default

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。

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

ステップ 11

sessiontotalnumber
例：

セッションの総数を設定します。
• 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。

Device(config-profile)# session total
6000

ステップ 12

tcpsyn-floodlimitnumber

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。

例：
Device(config-profile)# tcp syn-flood
limit 7000
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

セキュリティ 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』
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関連項目

マニュアル タイトル

VRF 対応ファイアウォール

「VRF 対応 Cisco IOS XE 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

「ゾーンベース ポリシー ファイアウォール」
モジュール

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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。

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
352

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 リソース管理の設定に関する機能情報

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

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォール リソース管
理

Cisco IOS XE リリース 3.3S

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。
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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
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-detection basic-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

パケット ドロップの理由

脅威検出の設定

基本的なファイアウォール ドロップ

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

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 400 pps
バースト レート 1600 pps
レート間隔 600 秒
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パケット ドロップの理由

脅威検出の設定

SYN 攻撃ファイアウォール 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

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、Internet Control
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。TCP SYN 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、Internet Control Message
Protocol（ICMP）、TCP、または UDP セッションが含まれます。

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
361

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 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

• 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

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
362

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 ファイアウォールの設定

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードを開始します。
• 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

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 3

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 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 5

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 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

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

ステップ 8

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
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
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 10

ipv6 unicast-routing

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。

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 11

ip port-mapappl-name
portport-numlistlist-name

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。

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

ステップ 12

ipv6 access-listaccess-list-name

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。

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

ステップ 13

permit ipv6 any any

IPv6 アクセス リストに許可条件を設定します。

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

ステップ 14

exit
例：

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。

Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 15

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

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。

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

ステップ 16

match access-group
nameaccess-group-name

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。

例：
Device(config-cmap)# match
access-group name ipv6-acl
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ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

match protocolprotocol-name

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。

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

ステップ 18

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 19

policy-map type inspectpolicy-map-name
例：

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。

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

ステップ 20

class type inspectclass-map-name
例：

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。

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

ステップ 21

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 22

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end

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-box max-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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかのコマンドを入力します。 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
• parameter-map type inspect-global
ション モードを開始します。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
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 4 とステップ 5 をスキップしてください。
（注）

ステップ 4

per-box max-incomplete number
aggressive-aging high {value low value |
percent percent low percent percent}

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。

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。

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 2000 aggressive-aging
high 1500 low 1200

ステップ 5

per-box aggressive-aging high {value low 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。
value | percent percent low percent
percent}
例：
Device(config-profile)# per-box
aggressive-aging high 1700 low 1300

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、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
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
inspectparameter-map-name
例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 8

tcp
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
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] になるのを待機する時間を指定します。
例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 9

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 10

show policy-firewall stats global

グローバル ファイアウォール統計情報を表示します。

例：
Device# show policy-firewall stats
global

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

次のいずれかのコマンドを入力します： 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
• parameter-map type inspect-global
レーション モードを開始します。
• 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
マンドがサポートされます。これら両方のコマンドを一
例：
Device(config)# parameter-map type
緒に設定することはできません。
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。
（注）

ステップ 4

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。

max-incomplete number aggressive-aging 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
high {value low value | percent percent low グレッシブ エージング制限を設定します。
percent percent}
例：
Device(config-profile)# max-incomplete
3455 aggressive-aging high 2345 low
2255

ステップ 5

session total number [aggressive-aging high 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
{value low value | percent percent low
ブ エージング制限を設定します。
percent percent}]
例：
Device(config-profile)# session total
1000 aggressive-aging high percent
80 low percent 60
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 7

parameter-map type
inspectparameter-map-name
例：

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。

Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 8

tcp
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
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] になるのを待機する時間を指定します。
例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 9

end

• 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。

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 10

show policy-firewall stats vrf global

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。

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf global
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip vrf vrf-name

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。

例：
Device(config)# ip vrf ddos-vrf1

ステップ 4

rd route-distinguisher

VRF インスタンスのルート識別子（RD）を指定します。

例：
Device(config-vrf)# rd 100:2

ステップ 5

route-target export
route-target-ext-community

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。

例：
Device(config-vrf)# route-target
export 100:2

ステップ 6

route-target import
route-target-ext-community

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。

例：
Device(config-vrf)# route-target
import 100:2

ステップ 7

exit

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。

例：
Device(config-vrf)# exit

ステップ 8

parameter-map type inspect-vrf
vrf-pmap-name

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。

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 9

max-incomplete number aggressive-aging 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
high {value low value | percent percent low ジング制限を設定します。
percent percent}
例：
Device(config-profile)# max-incomplete
2000 aggressive-aging high 1500 low
1200
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コマンドまたはアクション
ステップ 10

目的

session total number [aggressive-aging
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
{high value low value | percent percent low ブ エージング制限を設定します。
percent percent}]
• 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

ステップ 11

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 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、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 13

次のいずれかのコマンドを入力します。 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
• ご使用のリリースに応じて、parameter-map type
• parameter-map type inspect global

inspect-global および 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。
（注）

ステップ 14

vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

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。

パラメータ マップに VRF をバインドします。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

ステップ 15

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit
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ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type
inspectparameter-map-name

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。

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 17

tcp idle-time seconds [ageout-time seconds] 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
例：
定します。
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 18

tcp
セッションをドロップする前に、TCP セッションが確立状
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] 態になるのを待機する時間を指定します。
例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

ステップ 19

exit
例：

• 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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 20

policy-map type inspect policy-map-name 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
例：
します。
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw

ステップ 21

class type inspect match-any
class-map-name

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。

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 22

inspect parameter-map-name

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1
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ステップ 23

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 24

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

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
Protocol
-------All
UDP
ICMP
TCP

Half Open
Session Cnt
----------0
0
0
0

Exceed
-----0
0
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 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

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。
• 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
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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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

例：

ステップ 4

Device(config)# parameter-map type
inspect-global
Device(config)# parameter-map type
inspectglobal

（注）

vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

パラメータ マップに VRF をバインドします。

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。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap

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

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
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
inspectparameter-map-name
例：
Device(config)# parameter-map type
inspect pmap1

ステップ 7

tcp idle-time seconds [ageout-time
seconds]

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。

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
3000 ageout-time 100

ステップ 8

• 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。

tcp
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
synwait-timeseconds[ageout-timeseconds] になるのを待機する時間を指定します。
例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 30 ageout-time 10

• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 9

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 10

policy-map type inspect policy-map-name 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。
例：
Device(config)# policy-map type
inspect ddos-fw

ステップ 11

class type inspect match-any
class-map-name

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。

例：
Device(config-pmap)# class type
inspect match-any ddos-class

ステップ 12

inspect parameter-map-name

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap1

ステップ 13

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 14

show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap-name

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。

例：
Device# show policy-firewall stats
vrf vrf1-pmap

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
-------All
UDP
ICMP
TCP

Session Cnt
----------0
0
0
0

Exceed
-----0
0
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type inspect-zone
zone-pmap-name

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。

例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-zone zone-pmap1

ステップ 4

alert on
例：

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。

Device(config-profile)# alert on

• 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。
ステップ 5

threat-detection basic-threat

ゾーンの基本脅威検出を設定します。

例：
Device(config-profile)# threat-detection
basic-threat

ステップ 6

threat-detection rate fw-drop average-time-frame ファイアウォール ドロップ イベントの脅威検出レー
seconds average-threshold packets-per-second
トを設定します。
burst-threshold packets-per-second
• 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
例：
Device(config-profile)# threat-detection
必要があります。
rate fw-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

ステップ 7

threat-detection rate inspect-drop
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

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。

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate inspect-drop average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100

ステップ 8

threat-detection rate syn-attack
average-time-frame seconds average-threshold
packets-per-second burst-threshold
packets-per-second

TCP SYN 攻撃イベントの脅威検出レートを設定しま
す。

例：
Device(config-profile)# threat-detection
rate syn-attack average-time-frame 600
average-threshold 100 burst-threshold 100
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-profile)# exit

ステップ 10

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 11

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 12

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 13

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

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。

例：
Device(config)# zone-pair security
private2public source private destination
public

ステップ 14

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 15

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 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

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

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。
• 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 および 6 にスキップします。
（注）

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
382

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。

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
ボックス単位のハーフオープン セッション制限の設定

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

alert on

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。

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 5

per-box max-incomplete number

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。

例：
Device(config-profile)# per-box
max-incomplete 12345

ステップ 6

session total number

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。

例：
Device(config-profile)# session
total 34500

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、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-profile)# end

ステップ 8

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
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type inspect-vrf vrf-name 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。
例：
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap

ステップ 4

alert on

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。

例：
Device(config-profile)# alert on
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

max-incomplete number

VRF ごとのハーフ オープン接続の最大数を設定します。

例：
Device(config-profile)#
max-incomplete 2000

ステップ 6

session total number

VRF の総セッション制限を設定します。

例：
Device(config-profile)# session total
34500

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 8

次のいずれかのコマンドを入力します。 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
• parameter-map type inspect-global
ギュレーション モードを開始します。
• 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
inspect global コマンドを使用できます。これら両方の
例：
Device(config)# parameter-map type
コマンドを一緒に設定することはできません。
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 10 をスキップしてください。
（注）

ステップ 9

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。

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 10

vrf vrf-name inspect vrf-pmap-name

グローバル パラメータ マップに VRF をバインドします。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1
inspect vrf1-pmap
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 12

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

次のいずれかのコマンドを入力しま 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
す。
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
• parameter-maptypeinspect global

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

ステップ 4

• 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
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。
• 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。
（注）

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。

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 5

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 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

（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

• 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
（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name 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
例：
開始します。
Device(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf1-pmap
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

sessiontotalnumber

セッションの総数を設定します。

例：
Device(config-profile)# session total
1000

ステップ 5

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 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

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 8

vrfvrf-nameinspectparameter-map-name

VRF をパラメータ マップにバインドします。

例：
Device(config-profile)# vrf vrf1 inspect
vrf1-pmap

ステップ 9

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 10

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-default

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。

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

ステップ 11

セッションの総数を設定します。

sessiontotalnumber

• VRF 検査タイプ パラメータ マップ用およびグロー

例：
Device(config-profile)# session total
6000

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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 12

tcpsyn-floodlimitnumber

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。

例：
Device(config-profile)# tcp syn-flood
limit 7000

ステップ 13

end

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。

例：
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
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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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

Link

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

IPv6 ファイアウォールでの分 Cisco IOS XE
散型サービス妨害攻撃の防止 Release 3.7S
およびリソース管理のサポー
ト

機能情報
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。

IPv6 ファイアウォールでの分 Cisco IOS XE
散型サービス妨害攻撃の防止 Release 3.10S
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。
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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 Processing Element（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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

class-map type inspect{match-any|
match-all} class-map-name

• 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。

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any cmap-protocols

ステップ 4

match protocolprotocol-name

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。

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

ステップ 5

exit
例：

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。

Device(config-cmap)# exit

ステップ 6

policy-map type inspectpolicy-map-name

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。

例：
Device(config)# policy-map type inspect
policy1

ステップ 7

class type inspectclass-map-name
例：

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。

Device(config-pmap)# class type inspect
cmap-protocols

ステップ 8

inspect

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 9

exit
例：

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。

Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

class class-default

デフォルト クラスのポリシーを設定または変更します。

例：
Device(config-pmap)# class
class-default
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Device(config-pmap)# end

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-map type 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。

（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type
inspectparameter-map-name
例：

（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
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。

Device(config)# parameter-map type
inspect param1

ステップ 4

session
packetnumber-of-simultaneous-packets
例：
Device(config-profile)# session
packet 55

ステップ 5

exit
例：

（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。
• 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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 6

parameter-map type inspect global
例：

（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。

Device(config)# parameter-map type
inspect global

ステップ 7

session
packetnumber-of-simultaneous-packets
例：
Device(config-profile)# session
packet 35

ステップ 8

end

（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。
• 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。

例：
Device(config-profile)# end

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。
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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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イネーブル化
例：
Device> enable

目的
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 configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 zone securitysecurity-zone
例：
Device(config)# zone security z1

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。
• 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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コマンドまたはアクション
ステップ 4 exit
例：

目的
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。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 5 zone securitysecurity-zone
例：
Device(config)# zone security z2

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。
• 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。

ステップ 6 exit
例：

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。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7 zone-pair
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾー
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone ンペア コンフィギュレーション モードを
開始します。
例：
Device(config)# zone-pair security zp-security source z1
destination z2

ステップ 8 service-policy type inspectpolicy-map-name
例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
policy1

ステップ 9 exit
例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ
プ 10

interfacetype number
例：

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。
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。
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。

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

ステッ
プ 11

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

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。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

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 モードに戻ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステッ
プ 13

interfacetype number

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。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/3

ステッ
プ 14

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 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、特権 EXEC モードに
戻ります。

end
例：
Device(config-if)# end

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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例：フローあたりの同時パケット数の設定

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-map type 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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
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関連項目
ファイアウォール コマンド

マニュアル タイトル
• 『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』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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。
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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

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

機能名

リリース

機能情報

フローあたりの同時パ Cisco IOS XE リリー ゾーンベース ポリシー ファイアウォールでは、フ
ケットの設定可能数 ス 3.11S
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
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 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。
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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
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、LISP xTR 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、LISP xTR 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 IOS XE 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
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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。

（注）

これらのコマンドの両方を同時には設定できません。
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LISP 内部パケット 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. parameter-maptypeinspectglobal
4. lispinner-packet-inspection
5. end
6. showparameter-maptype{inspectglobal| inspect-global}

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

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

ステップ 4

lispinner-packet-inspection

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
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。

例：
Device(config-profile)# lisp
inner-packet-inspection

ステップ 5

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

ステップ 6

showparameter-maptype{inspectglobal|
inspect-global}

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。

例：
Device# show parameter-map type
inspect-global
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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 Configuration Guide』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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface
TenGigabitEthernet 1/3/0

ステップ 4

vrfforwardingvrf-name
例：

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。

Device(config-if)# vrf forwarding lower
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

descriptionstring

インターフェイスの設定に説明を加えます。
• ゾーンベースファイアウォールは、このインター

例：
Device(config-if)# description facing
RLOC and the LISP cloud; has a LISP
header.

ステップ 6

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 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
に戻ります。

exit
例：
Device(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。

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface LISP 0

ステップ 9

• 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.
Adds LISP header after firewall
inspection or removes LISP header before
firewall inspection.

ステップ 10

zone-membersecurityzone-name

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。

例：
Device(config-if)# zone-member security
ge0-0-3a

ステップ 11

exit
例：

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。

Device(config-if)# exit

ステップ 12

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface
tengigabitethernet 0/3/0
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

descriptionstring

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description facing
internal network, does not have a LISP
header.

ステップ 14

ip addressip-addressmask

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。

例：
Device(config-if)# ip address 192.0.2.5
255.255.255.0

ステップ 15

zone-membersecurityzone-name

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。

例：
Device(config-if)# zone-member security
ge0-0-0

ステップ 16

cdpenable

インターフェイスで Cisco Discovery Protocol（CDP）を
有効にします。

例：
Device(config-if)# cdp enable

ステップ 17

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

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 ID Separation Protocol
（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 Configuration Guide』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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

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 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。

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/2/1

• 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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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

descriptionstring

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description RLOC-space/north
LAN

ステップ 5

ip addressip-addressmask
例：

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。

Device(config-if)# ip address 198.51.100.8
255.255.255.0

ステップ 6

zone-membersecurityzone-name

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。

例：
Device(config-if)# zone-member security ge0-0-3

ステップ 7

negotiationauto
例：

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。

Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 8

redundancyriiid
例：

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。

Device(config-subif)# redundancy rii 200

ステップ 9

redundancygroupidipvirtual-ipexclusivedecrementvalue 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。
例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
198.51.100.12 exclusive decrement 50

ステップ 10

exit
例：

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。

Device(config-if)# exit

ステップ 11

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/3

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。
• 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。

ステップ 12

descriptionstring
例：
Device(config-if)# description RLOC-space/south
LAN
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

ip addressip-addressmask

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。

例：
Device(config-if)# ip address 198.51.100.27
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

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 16

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 17

redundancygroupidipvirtual-ipexclusivedecrementvalue RG トラフィック インターフェイス設定を有効
にします。
例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
194.88.4.1 exclusive decrement 50

ステップ 18

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 19

end

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。

例：
Device(config-if)# end

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、LISP 0 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
Device(config-if)#
Device(config-if)#
Device(config-if)#
Device(config-if)#
!

removed by the LISP virtual interface.
zone-member security ge0_0_0a
ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
redundancy rii 10
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
Device(config-if)#
Device(config-if)#
Device(config-if)#
Device(config-if)#
!

removed by the LISP virtual interface.>>>>
zone-member security ge0-0-0a
ip address 192.0.2.5 255.255.255.0
redundancy rii 10
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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco コマンド

『Master Command List, All Releases』
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関連項目

マニュアル タイトル

セキュリティ 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』

LISP コマンド

『Cisco IOS IP Routing: LISP Command Reference』

LISP 設定ガイド

『IP Routing: LISP Configuration Guide』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 6830

『The Locator/ID Separation Protocol (LISP)』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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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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

機能名

リリース

機能情報

LISP とゾーンベース ファ Cisco IOS XE リリー LISP およびゾーンベース ファイアウォールの統
イアウォールの統合と相 ス 3.13S
合および相互運用性の機能により、デバイスを
互運用性
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。
ゾーンベース ファイア
Cisco IOS XE リリー
ウォールおよび LISP 統合 ス 3.14S
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。
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。
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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に関する情報
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、show platform 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
GigabitEthernet0/2/0
GigabitEthernet0/2/1
GigabitEthernet0/2/2
GigabitEthernet0/2/3

ID
16
17
18
19

QFP ID
9
10
11
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

フィールド ID

タイプ

長さ

説明

NetFlow ID フィールド（レイヤ 3 IPv4）
FW_SRC_ADDR_IPV4

8

4

発信元 IPv4 アドレス

FW_DST_ADDR_IPV4

12

4

送信先 IPv4 アドレス

FW_SRC_ADDR_IPV6

27

16

発信元 IPv6 アドレス

FW_DST_ADDR_IPV6

28

16

送信先 IPv6 アドレス

FW_PROTOCOL

4

1

IP プロトコル値

FW_IPV4_IDENT

54

4

IPv4 ID

FW_IP_PROTOCOL_VERSION

60

1

IP プロトコル バージョン

FW_TCP_FLAGS

6

1

TCP フラグ

FW_SRC_PORT

7

2

送信元ポート

FW_DST_PORT

11

2

宛先ポート

FW_ICMP_TYPE

176

1

ICMP（1）タイプ値

FW_ICMP_CODE

177

1

ICMP コード値

FW_ICMP_IPV6_TYPE

178

1

ICMP バージョン 6（ICMPv6）タイ
プ値

FW_ICMP_IPV6_CODE

179

1

ICMPv6 コード値

FW_TCP_SEQ

184

4

TCP シーケンス番号

FW_TCP_ACK

185

4

TCP 確認応答番号

フロー ID フィールド（レイヤ 4）

フロー ID フィールド（レイヤ 7）
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フィールド ID

タイプ

長さ

説明

FW_L7_PROTOCOL_ID

95

2

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。

32

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。

フロー名フィールド（レイヤ 7）
FLOW_FIELD_L7_PROTOCOL_NAME 96

フロー ID フィールド（インターフェイス）
FW_SRC_INTF_ID

10

2

入力 SNMP（2）ifIndex

FW_DST_INTF_ID

14

2

出力 SNMP ifIndex

FW_SRC_VRF_ID

234

4

入力（イニシエータ）VRF（3）ID

FW_DST_VRF_ID

235

4

出力（レスポンダ）VRF ID

FW_VRF_NAME

236

32

VRF 名

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）
FW_XLATE_SRC_ADDR_IPV4

225

4

マッピングされた発信元 IPv4 アドレ
ス

FW_XLATE_DST_ADDR_IPV4

226

4

マッピングされた送信先 IPv4 アドレ
ス

FW_XLATE_SRC_PORT

227

2

マッピングされた発信元ポート

FW_XLATE_DST_PORT

228

2

マッピングされた送信先ポート

ステータスおよびイベント フィールド
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フィールド ID

タイプ

長さ

説明

FW_EVENT

233

1

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

FW_EXT_EVENT

35,001

2

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。

タイムスタンプおよび統計情報フィールド
FW_EVENT_TIME_MSEC

323

8

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）

FW_INITIATOR_OCTETS

231

4

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

FW_RESPONDER_OCTETS

232

4

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

FW_USERNAME

40,000

テンプ
AAA（5）ユーザ名
レートに
応じて 20
または 64

FW_USERNAME_MAX

40,000

64

最大許容サイズの AAA ユーザ名

35,012

4

ハーフオープン セッション エントリ
数

AAA フィールド

アラート フィールド
FW_HALFOPEN_CNT
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フィールド ID

タイプ

長さ

説明

FW_BLACKOUT_SECS

35,004

4

宛先がブロックされたか、使用でき
なかった時間（秒単位）

FW_HALFOPEN_HIGH

35,005

4

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

FW_HALFOPEN_RATE

35,006

4

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

FW_MAX_SESSIONS

35,008

4

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

FW_ZONEPAIR_ID

35,007

4

ゾーン ペア ID

FW_CLASS_ID

51

4

クラス ID

FW_ZONEPAIR_NAME

35,009

64

ゾーン ペア名

FW_CLASS_NAME

100

64

クラス名

FW_EXT_EVENT_DESC

35,010

32

拡張イベントの説明

FLOW_FIELD_CTS_SRC_GROUP_TAG 34000

2

Cisco TrustSec ソース タグ

FW_SUMMARY_PKT_CNT

35,011

4

ドロップ/パス サマリ レコードに示
されたパケット数

FW_EVENT_LEVEL

33003

4

ログに記録されたイベントのレベル
を定義します。

その他

• 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
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フィールド ID

タイプ

長さ

説明

FW_EVENT_LEVEL_ID

33,004

4

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。

1
2
3
4
5

FW_CONFIGURED_VALUE

33,005

4

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。

FW_ERM_EXT_EVENT

33,006

2

拡張イベント レート モニタリング
コード

FW_ERM_EXT_EVENT_DESC

33,007

N（文字
列）

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

Internet Control Message Protocol
Simple Network Management Protocol
Virtual Routing and Forwarding
協定世界時
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

メッセージ ID

メッセージの説明

FW-6-DROP_PKT

Dropping %s pkt from %s %CA:%u FW_TEMPLATE_DROP_V4 または
=> %CA:%u (target:class)-(%s:%s) %s FW_TEMPLATE_DROP_V6
%s with ip ident %u %s %s

タイプ：情報

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
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メッセージ ID

メッセージの説明

HSL テンプレート

FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL_START (target:class)-(%s:%s):Start %s session: FW_TEMPLATE_START_AUDIT_V4 ま
initiator (%CA:%u) -- responder
たは
タイプ：情報
(%CA:%u) from %s %s %s
FW_TEMPLATE_START_AUDIT_V6
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
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メッセージ ID

メッセージの説明

HSL テンプレート

FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL (target:class)-(%s:%s):Stop %s session: FW_TEMPLATE_STOP_AUDIT_V4 また
initiator (%CA:%u) sent %u bytes -- は FW_TEMPLATE_STOP_AUDIT_V6
タイプ：情報
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
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メッセージ ID

メッセージの説明

HSL テンプレート

FW-4-UNBLOCK_HOST (target:class)-(%s:%s):New TCP
connections to host %CA no longer
タイプ：警告
blocked

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V4
または
FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V6、
fw_ext_event ID：
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 FW_EXT_ALERT_UNBLOCK_HOST
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-HOST_TCP_ALERT_ON "(target:class)-(%s:%s):Max tcp
FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V4
half-open connections (%u) exceeded または
タイプ：警告
for host %CA.
FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V6、
説明：ハーフオープン TCP 接続の fw_ext_event ID：
max-incomplete host 制限を超えまし FW_EXT_ALERT_HOST_TCP_ALERT_ON
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
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メッセージ ID

メッセージの説明

FW-2BLOCK_HOST

(target:class)-(%s:%s):Blocking new
TCP connections to host %CA for %u
minute%s (half-open count %u
exceeded).

タイプ：クリティ
カル

HSL テンプレート

FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V4
または
FW_TEMPLATE_ALERT_TCP_HALF_OPEN_V6、
fw_ext_event ID：
説明：ハーフオープン TCP 接続の FW_EXT_ALERT_BLOCK_HOST
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-4-ALERT_ON
タイプ：警告

(target:class)-(%s:%s):%s, count
(%u/%u) current rate: %u

FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V4
または
FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V6、
説明：ハーフオープン接続の
max-incomplete high しきい値また fw_ext_event ID：
は新しい接続開始レートのいずれ FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_ON
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
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メッセージ ID

メッセージの説明

FW-4-ALERT_OFF

(target:class)-(%s:%s):%s, count
(%u/%u) current rate: %u

タイプ：警告

HSL テンプレート

FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V4
または
説明：ハーフオープン接続数また FW_TEMPLATE_ALERT_HALFOPEN_V6、
は新しい接続開始レートのいずれ fw_ext_event ID：
かが、max-incomplete low しきい値 FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_OFF
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（calming down）」
%u/%u：ハーフオープン接続数/高
%u：現在のレート

FW-4-SESSIONS_MAXIMUM Number of sessions for the firewall
policy on "(target:class)-(%s:%s)
タイプ：警告
exceeds the configured sessions
maximum value %u

FW_TEMPLATE_ALERT_MAX_SESSION

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
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メッセージ ID

メッセージの説明

FW-6-PASS_PKT

Passing %s pkt from %s %CA:%u => FW_TEMPLATE_PASS_V4 または
%CA:%u (target:class)-(%s:%s) %s
FW_TEMPLATE_PASS_V6
%s with ip ident %u

タイプ：情報

HSL テンプレート

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-LOG_SUMMARY %u packet%s %s from %s %CA:%u
=> %CA:%u (target:class)-(%s:%s) %s
タイプ：情報
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
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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

値

Event ID

説明

0

FW_EXT_LOG_NONE

特定の拡張イベントはありません。

1

FW_EXT_ALERT_UNBLOCK_HOST

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。

2

FW_EXT_ALERT_HOST_TCP_ALERT_ON

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。

3

FW_EXT_ALERT_BLOCK_HOST

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。

4

FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_ON

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。

5

FW_EXT_SESS_RATE_ALERT_OFF

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。

6

FW_EXT_RESET

接続をリセットします。

7

FW_EXT_DROP

接続をドロップします。

10

FW_EXT_L4_NO_NEW_SESSION

新規セッションは許可されません。
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値

Event ID

説明

12

FW_EXT_L4_INVALID_SEG

無効な TCP セグメント。

13

FW_EXT_L4_INVALID_SEQ

無効な TCP シーケンス番号。

14

FW_EXT_L4_INVALID_ACK

無効な TCP 確認応答（ACK）。

15

FW_EXT_L4_INVALID_FLAGS

無効な TCP フラグ。

16

FW_EXT_L4_INVALID_CHKSM

無効な TCP チェックサム。

18

FW_EXT_L4_INVALID_WINDOW_SCALE

無効な TCP ウィンドウ スケール。

19

FW_EXT_L4_INVALID_TCP_OPTIONS

無効な TCP オプション。

20

FW_EXT_L4_INVALID_HDR

無効なレイヤ 4 ヘッダー。

21

FW_EXT_L4_OOO_INVALID_SEG

OoO 6無効セグメント。

24

FW_EXT_L4_SYNFLOOD_DROP

同期（SYN）フラッドパケットがドロッ
プされます。

25

FW_EXT_L4_SCB_CLOSED

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。

26

FW_EXT_L4_INTERNAL_ERR

ファイアウォールの内部エラーです。

27

FW_EXT_L4_OOO_SEG

OoO セグメント。

28

FW_EXT_L4_RETRANS_INVALID_FLAGS

無効な再送信パケット。

29

FW_EXT_L4_SYN_IN_WIN

無効な SYN フラグ。

30

FW_EXT_L4_RST_IN_WIN

無効なリセット（RST）フラグ。

31

FW_EXT_L4_STRAY_SEG

遊離 TCP セグメント。

32

FW_EXT_L4_RST_TO_RESP

応答側へのリセットメッセージの送信。

33

FW_EXT_L4_CLOSE_SCB

セッションの終了。

34

FW_EXT_L4_ICMP_INVAL_RET

無効な ICMP 7 パケット。

37

FW_EXT_L4_MAX_HALFSESSION

最大ハーフオープン セッション制限を
超えています。
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値

Event ID

説明

38

FW_EXT_NO_RESOURCE

リソース（メモリ）が使用できません。

40

FW_EXT_INVALID_ZONE

無効なゾーン。

41

FW_EXT_NO_ZONE_PAIR

ゾーン ペアは使用できません。

42

FW_EXT_NO_TRAFFIC_ALLOWED

トラフィックは許可されていません。

43

FW_EXT_FRAGMENT

パケット フラグメントがドロップされ
ます。

44

FW_EXT_PAM_DROP

PAM 8 アクションがドロップされます。

45

FW_EXT_NOT_INITIATOR

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。
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。

48

FW_EXT_ICMP_ERROR_PKTS_BURST

49

FW_EXT_ICMP_ERROR_MULTIPLE_UNREACH 「宛先到達不能」タイプの ICMP エラー
を複数受信しました。

50

FW_EXT_ICMP_ERROR_L4_INVALID_SEQ

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。

51

FW_EXT_ICMP_ERROR_L4_INVALID_ACK

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。
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値

Event ID

説明

52

FW_EXT_MAX

未使用。

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

値

Event ID

説明

0

FW_EXT_LOG_NONE

特定の拡張イベントはありません。

1

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_HDR

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。

2

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_ACK_FLAG 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。

3

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_ACK_NUM 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。

4

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_TCP_INITIATOR
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値

Event ID

説明

5

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_SYN
_WITH_DATA

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。

6

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALI
D_TCP_WIN_SCALE_OPTION

TCP ウィンドウ スケール オプション
の長さが無効です。

7

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_SYNSENT_STATE

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。

8

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_SYNRCVD_STATE

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。

9

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_PKT_TOO_OLD

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。

10

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_PKT_WIN_OVERFLOW

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。

11

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID
_SEG_PYLD_AFTER_FIN_SEND

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。
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値

Event ID

12

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID _FLAGS 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。

説明

• 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。
13

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INVALID_SEQ

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。

14

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_RETRANS
_INVALID_FLAGS

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。

15

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_L7_OOO _SEG

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。

16

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_SYN
_FLOOD_DROP

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。
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値

Event ID

説明

17

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_MAX
_HALFSESSION

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。

18

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
TOO_MANY_PKTS

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。

19

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_TOO
_MANY_ICMP_ERR_PKTS

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。

20

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_UNEXPECT
_TCP_PYLD

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。

21

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INTERNAL
_ERR_UNDEFINED_DIR

パケットの方向が未定義です。

22

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_SYN _IN_WIN

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。

23

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_RST _IN_WIN

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。

24

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ STRAY_SEG

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。
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25

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ RST_TO_RESP

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。

26

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE _I
NTERNAL_ERR_ICMP_NO_NAT

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。

27

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE _
INTERNAL_ERR_ICMP_ALLOC_FAIL

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。

28

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE
分類結果に、必要な統計情報メモリが
_INTERNAL_ERR_ICMP_GET_STAT_BLK_FAIL 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。

29

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE
パケットの方向が未定義です。
_INTERNAL_ERR_ICMP_DIR_NOT_IDENTIFIED

30

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
ICMP_SCB_CLOSE

セッションの切断中に ICMP パケット
を受信しました。

31

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
ICMP_PKT_NO_IP_HDR

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。

32

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
ICMP_ERROR_NO _IP_NO_ICMP

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。

33

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_PKTS_BURST

ICMP エラー パケットがバースト制限
10 を超えています。

34

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_MULTIPLE_UNREACH

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。

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
450

ファイアウォール高速ロギング
ファイアウォール拡張イベント

値

Event ID

説明

35

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_L4_INVALID_SEQ

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。

36

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_ERROR
_L4_INVALID_ACK

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。

37

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ ICMP_PKT_TOO ICMP エラー パケットの長さが、IP
_SHORT
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。

38

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ SESSION_LIMIT 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。

39

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_ SCB_CLOSE

終了したセッションで TCP パケットが
受信されました。

40

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
POLICY_NOT_PRESENT

ゾーン ペア内にポリシーがありませ
ん。

41

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
SESS_MISS_POLICY _NOT_PRESENT

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。

44

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
CLASS_ACTION_DROP

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。

45

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
PAM_LOOKUP_FAIL

分類アクションは、PAM エントリのド
ロップです。

48

FW_EXT_FW_DROP_INSP_TYPE_
INTERNAL_ERR_ GET_STAT_BLK_FAIL

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。

49

FW_EXT_FW_DROP_SYNCOOKIE_
TYPE_SYNCOOKIE _MAX_DST

SYN フラッド パケットの最大エントリ
制限に達しました。

50

FW_EXT_FW_DROP_SYNCOOKIE_
TYPE_INTERNAL _ERR_ALLOC_FAIL

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。
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値
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説明

51

FW_EXT_FW_DROP_SYNCOOKIE_
TYPE_SYN_COOKIE _TRIGGER

SYN Cookie ロジックがトリガーされま
した。SYN Cookie 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。

52

FW_EXT_FW_DROP_POLICY_
TYPE_FRAG_DROP

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。

53

FW_EXT_FW_DROP_POLICY_
TYPE_ACTION_DROP

分類アクションは、パケットのドロッ
プです。

54

FW_EXT_FW_DROP_POLICY_
TYPE_ICMP_ACTION_DROP

ICMP 埋め込みパケットのポリシー ア
クションは DROP です。

55

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_ NO_SEG

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。

56

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_ NO_FRAG

レイヤ 7 ALG は、フラグメント化パ
ケットを検査しません。

57

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_
UNKNOWN_PROTO

不明なアプリケーション プロトコル タ
イプ。

58

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_ ALG_RET_DROP 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。

59

FW_EXT_FW_DROP_NONSESSION _TYPE

60

FW_EXT_FW_DROP_NO_NEW _SESSION_TYPE 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。

61

FW_EXT_FW_DROP_NOT_ INITIATOR_TYPE

セッション イニシエータ パケットでは
ありません。

62

FW_EXT_FW_DROP_INVALID _ZONE_TYPE

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。

64

FW_EXT_FW_DROP_NO_ FORWARDING_TYPE ファイアウォールが設定されていませ
ん。
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値

Event ID

説明

65

FW_EXT_FW_DROP_ BACKPRESSURE_TYPE

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。

66

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_INTERNAL _ERR SYN 処理中にホスト レート制限が追跡
_SYNFLOOD_ALLOC_HOSTDB_FAIL
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。

67

FW_EXT_FW_DROP_L4_TYPE_
SYNFLOOD_BLACKOUT_DROP

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。

68

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_
PROMOTE_FAIL_NO_ZONE_PAIR

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。

69

FW_EXT_FW_DROP_L7_TYPE_
PROMOTE_FAIL_NO_POLICY

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_L4_TYPE_ONEFW
_SCB_CLOSE

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
_FAIL_CLOSE

CXSC が動作していません。

初期シーケンス番号
ネットワーク アドレス変換
フラグメンテーション再構成
アプリケーション レイヤ ゲートウェイ
ハイ アベイラビリティ
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type inspect global
例：

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。

Device(config)# parameter-map type inspect
global

ステップ 4

log dropped-packets

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。

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

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
454

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

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

log flow-export v9 udp destination ip-address
port-number

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。

例：
Device(config-profile)# log flow-export
v9 udp destination 10.0.2.0 5000

ステップ 6

log flow-export template timeout-rate seconds テンプレートのタイムアウト値を指定します。
例：
Device(config-profile) log flow-export
template timeout-rate 5000

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、特権 EXEC モードに戻りま
す。

end
例：
Device(config-profile)# end

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
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type inspect
parameter-map-name
例：

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
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。

Device(config)# parameter-map type
inspect parameter-map-hsl

ステップ 4

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

ステップ 5

alert on

監査証跡メッセージをイネーブルにします。
• 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。

例：
Device(config-profile)# alert on

ステップ 6

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

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。

例：
Device(config-profile)# one-minute
high 10000

ステップ 7

tcp max-incomplete host threshold

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。

例：
Device(config-profile)# tcp
max-incomplete host 100

ステップ 8

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

policy-map type inspect policy-map-name 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。
例：
Device(config)# policy-map type
inspect policy-map-hsl

ステップ 10

class type inspect class-map-name

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。

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

ステップ 11

inspect parameter-map-name

（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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
parameter-map-hsl

ステップ 12

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

セキュリティ 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』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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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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

機能名

リリース

ファイアウォール高 Cisco IOS XE リ
速ロギング
リース 2.1

機能情報
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。
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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 TCP RST 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 TCP RST セグメントを送信しますが、TCP RST 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 TCP 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。
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、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。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type inspect
parameter-map-name

（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
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。

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

ステップ 4

tcp synwait-time seconds

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。

例：
Device(config-profile)# tcp
synwait-time 10

ステップ 5

tcp half-open reset {off | on}
例：

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、TCP RST セグメントが送信
されるかどうかを指定します。

Device(config-profile)# tcp half-open
reset on

ステップ 6

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

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。tcp synwait-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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

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

ステップ 4

tcp finwait-time seconds

（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。

例：
Device(config-profile)# tcp
finwait-time 10

ステップ 5

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 6

end

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。

例：
Device(config-profile)# end
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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 TCP RST
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

parameter-map type inspect
parameter-map-name
例：

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
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。

Device(config)# parameter-map type
inspect pmap-name
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

tcp idle-time seconds

（任意）TCP セッションのタイムアウトを設定します。

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

ステップ 5

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
TCP RST 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 6

end

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。

例：
Device(config-profile)# end

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

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
467

TCP リセット セグメント制御
TCP リセット セグメント制御に関する追加情報

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール 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』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 793

『Transmission Control Protocol』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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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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

機能名

リリース

機能情報

TCP リセット セグメント制御

Cisco IOS XE リリース 3.8S

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 TCP RST
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。
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TCP リセット セグメント制御
TCP リセット セグメント制御に関する機能情報
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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

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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ンの設定方法

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

parameter-map type inspect
{parameter-map-name | global | default}

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。

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

ステップ 4

tcp window-scale-enforcement loose

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。

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

ステップ 5

exit
例：

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。

Device(config-profile)# exit

ステップ 6

class-map type inspect {match-any |
match-all} class-map-name

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。

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

ステップ 7

match protocol [parameter-map] [signature] 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。
例：
Device(config-cmap)# match protocol tcp

ステップ 8

exit
例：

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。

Device(config-cmap)# exit

ステップ 9

policy-map type inspect policy-map-name

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。

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

ステップ 10

class type inspectclass-map-name
例：

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。

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

ステップ 11

inspect [parameter-map-name]

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect pmap-fw
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 13

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 14

end

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。

例：
Device(config-pmap)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetype number

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。

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet
0/1/5

ステップ 4

ip address ip-address

インターフェイス IP アドレスを割り当てます。

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

ステップ 5

zone-member securitysecurity-zone-name

インターフェイスをゾーン メンバーとして設定しま
す。

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

ステップ 6

exit
例：

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。

Device(config-if)# exit

ステップ 7

interfacetype number

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。

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet
0/1/6

ステップ 8

ip address ip-address

IP アドレスをインターフェイスに割り当てます。

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.200.225 255.255.255.0

ステップ 9

zone-member securitysecurity-zone-name

インターフェイスをゾーン メンバーとして設定しま
す。

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

ステップ 10

end

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。

例：
Device(config-if)# end
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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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ンに関する機能情報

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

機能名

リリース

ゾーンベース ポリシー ファイ Cisco IOS XE
アウォールでの TCP ウィンド リリース
3.10S
ウ スケーリングのルーズ
チェック オプション

機能情報
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。
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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
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

次のいずれかを実行します。

• （任意）接続しきい値、タイムアウト、およびその

• parameter-map type
inspectparameter-map-name
• parameter-map type inspect-global

他の検査アクションに関連するパラメータに対し
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。
• （任意）グローバルパラメータマップを有効にし、

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

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。

または
Device(config)# parameter-map type
inspect-global

ステップ 4

application-inspect{all| protocol-name}

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。

例：
Device(config-profile)#
application-inspect msrpc

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 6

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 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
msrpc
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 9

policy-map type inspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 10

class type inspect{class-map-name |
class-default}

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。

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

ステップ 11

inspectparameter-map-name

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。

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

ステップ 12

exit
例：

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。

Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 13

class{class-map-name | class-default}

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。

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

ステップ 14

end

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。

例：
Device(config-pmap)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

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 3

zone security{default| security-zone}
例：
Device(config)# zone security private

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。
• 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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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 5

zone security{default| security-zone}
例：
Device(config)# zone security internet

ステップ 6

exit
例：

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。
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。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

zone-pair
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペ
securityzone-pairsourcesource-zonedestinationdestination-zone ア コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
例：
Device(config)# zone-pair security private-internet
source private destination internet

ステップ 8

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

ステップ 9

exit
例：

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。
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。

Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 10

interfacetype number
例：

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。

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

ステップ 11

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

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。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

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 モードに戻ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 13

interfacetype number

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。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/2/2

ステップ 14

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 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、特権 EXEC モードに戻りま
す。

end
例：
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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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(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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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

機能名

リリース

Cisco IOS XE
ゾーンベース ポリ
シー ファイアウォー リリース 3.11S
ルでの ALG と AIC の
有効化

機能情報
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 IOS XE 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。
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ファイアウォール TCP SYN Cookie の設定
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、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 TCP SYN Cookie 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 TCP SYN パケットを代行受信します。TCP SYN Cookie 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。TCP SYN Cookie 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。TCP SYN Cookie 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 SYN Cookie 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。

（注）

show コマンドは任意の順序で指定できます。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

parameter-maptypeinspect-zonezone-pmap-name
例：

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。

Router(config)# parameter-map type inspect-zone
zone-pmap

ステップ 4

tcpsyn-floodrateper-destinationmaximum-rate
例：
Router(config-profile)# tcp syn-flood rate
per-destination 400

ステップ 5

max-destinationlimit
例：
Router(config-profile)# max-destination 10000

ステップ 6

exit
例：

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。
• 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 SYN Cookie
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。
• 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。

Router(config-profile)# exit

ステップ 7

zonesecurityzone-name
例：
Router(config)# zone security secure-zone
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

protectionparameter-map-name

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。

例：
Router(config-sec-zone)# protection zone-pmap

ステップ 9

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 10

showparameter-maptypeinspect-zonezone-pmap-name （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。
例：
Router# show parameter-map type inspect-zone
zone-pmap

ステップ 11

（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 12

showpolicy-firewallstatszonezone-name
例：

（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。

Router# show policy-firewall stats zone
secure-zone

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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（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

parameter-maptypeinspectglobal

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。

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

ステップ 4

tcpsyn-floodlimitnumber

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。

例：
Router(config-profile)# tcp syn-flood
limit 500

ステップ 5

end

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。

例：
Router(config-profile)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

showpolicy-firewallstatsvrfglobal

（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。

例：

• また、存在する TCP ハーフ オープン セッションの

Router# show policy-firewall stats vrf
global

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。

（注）

show コマンドは任意の順序で指定できます。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

parameter-maptypeinspect-vrfvrf-pmap-name 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。
例：
Router(config)# parameter-map type
inspect-vrf vrf-pmap

ステップ 4

tcpsyn-floodlimitnumber

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。

例：
Router(config-profile)# tcp syn-flood
limit 200

ステップ 5

exit
例：

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。

Router(config-profile)# exit

ステップ 6

parameter-maptypeinspectglobal
例：

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。

Router(config)# parameter-map type
inspect global

ステップ 7

vrfvrf-nameinspectparameter-map-name

パラメータ マップを VRF にバインドします。

例：
Router(config-profile)# vrf vrf1 inspect
vrf-pmap

ステップ 8

end

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。

例：
Router(config-profile)# end

ステップ 9

showparameter-maptypeinspect-vrf

（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。

例：
Router# show parameter-map type
inspect-vrf
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

showpolicy-firewallstatsvrfvrf-name

（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。

例：

• また、存在する TCP ハーフ オープン セッション

Router# show policy-firewall stats vrf
vrf-pmap

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)#
Router(config)#

exit

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォール TCP SYN
Cookie

Cisco IOS XE リリース 3.3S

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。
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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。

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
503

ACL のオブジェクト グループ
ACL のオブジェクト グループに関する制約事項

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 Simple Network Management 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。
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

object-groupnetworkobject-group-name 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。
例：
Device(config)# object-group
network my-network-object-group

ステップ 4

descriptiondescription-text
例：

（オプション）オブジェクト グループの説明を指定します。
• 最大 200 文字を使用できます。

Device(config-network-group)#
description test engineers

ステップ 5

host{host-address | host-name}
例：

（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。
• 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。

Device(config-network-group)# host
209.165.200.237

ステップ 6

network-address {/nn | network-mask}
例：
Device(config-network-group)#
209.165.200.241 255.255.255.224

ステップ 7

（オプション）サブネット オブジェクトを指定します。
• 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。

group-objectnested-object-group-name （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。
例：
Device(config-network-group)#
group-object my-nested-object-group

• 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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コマンドまたはアクション

目的
• 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）。

ステップ 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。

ステップ 9

end

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。

例：
Device(config-network-group)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的
• 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

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

object-groupserviceobject-group-name

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。

例：
Device(config)# object-group service
my-service-object-group

ステップ 4

descriptiondescription-text
例：

（オプション）オブジェクト グループの説明を指定します。
• 最大 200 文字を使用できます。

Device(config-service-group)#
description test engineers

ステップ 5

protocol

（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。

例：
Device(config-service-group)# ahp

ステップ 6

{tcp | udp | tcp-udp} [source {{[eq] | lt | （オプション）TCP、UDP、または両方を指定します。
gt} port1 | range port1 port2}] [{[eq] | lt |
gt} port1 | range port1 port2]
例：
Device(config-service-group)# tcp-udp
range 2000 2005

ステップ 7

icmpicmp-type

（オプション）Internet Control Message Protocol（ICMP）タイ
プの 10 進数または名前を指定します。

例：
Device(config-service-group)# icmp
conversion-error
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

group-objectnested-object-group-name

（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。

例：

• 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

Device(config-service-group)#
group-object my-nested-object-group

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）。

ステップ 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。

ステップ 10

end

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。

例：
Device(config-service-group)# end

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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イネーブル化
例：

目的
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）。

Device> enable

ステップ 2 configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 ipaccess-listextendedaccess-list-name 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。
例：
Device(config)# ip access-list
extended nomarketing

ステップ 4 remarkremark
例：
Device(config-ext-nacl)# remark
protect server by denying access
from the Marketing network

（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。
• 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。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 denyprotocolsource [source-wildcard] （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
destination [destination-wildcard]
のパケットを拒否します。
[optionoption-name]
• 必要に応じて、object-groupservice-object-group-name キーワード
[precedenceprecedence] [tostos]
[established] [log | log-input]
および引数を、protocol. 引数の代わりに使用します。
[time-rangetime-range-name]
• 必要に応じて、object-groupsource-network-object-group-name キー
[fragments]
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
209.165.200.244 255.255.255.224
host 209.165.200.245 log

• 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。
• 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。

ステップ 6 remarkremark
例：

（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。
• 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。

Device(config-ext-nacl)# remark
allow TCP from any source to any
destination

ステップ 7 permitprotocolsource
[source-wildcard] destination
[destination-wildcard]

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。

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
513

ACL のオブジェクト グループ
オブジェクト グループ ベース ACL の作成

コマンドまたはアクション
[optionoption-name]
[precedenceprecedence] [tostos]
[established] [log | log-input]
[time-rangetime-range-name]
[fragments]
例：
Device(config-ext-nacl)# permit
tcp any any

目的
• 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。
• 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。
• 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。

ステップ 8 手順を繰り返して、アクセス リス 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
トのベースとなるフィールドと値 にある暗黙的な deny ステートメントで拒否されます。
を指定します。
ステップ 9 end

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。

例：
Device(config-ext-nacl)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

class-map type inspect match-all
class-map-name

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。

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

ステップ 4

match access-group name access-list-name 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。
例：
Device(config-cmap)# match
access-group name my-ogacl-policy

ステップ 5

exit

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。

例：
Device(config-cmap)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

policy-map type inspect policy-map-name 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。
例：
Device(config)# policy-map type
inspect ogacl-pmap

ステップ 7

class type inspect class-map-name
例：

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。

Device(config-pmap)# class type
inspect ogacl-cmap

ステップ 8

pass

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。

例：
Device(config-pmap-c)# pass

ステップ 9

exit
例：

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。

Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

class class-default
例：

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。

Device(config-pmap)# class
class-default

ステップ 11

drop

デバイスに送信されるパケットをドロップします。

例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 12

end

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。

例：
Device(config-pmap-c)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

zone security zone-name

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。

例：
Device(config)# zone security
outside

ステップ 4

• 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 5

zone security zone-name

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。

例：
Device(config)# zone security
inside

• 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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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

interface type number

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。

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

ステップ 8

zone-member security zone-name

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。

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

ステップ 9

end

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。

例：
Device(config-if)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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• パスワードを入力します（要求された場合）。

ACL のオブジェクト グループ
ACL のオブジェクト グループの確認

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

zone-pair security zone-pair-name source
{zone-name | default | self} destination
{zone-name | default | self}

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。

例：
Device(config)# zone-pair security
out-to-in source outside destination inside

ステップ 4

service-policy type inspect policy-map-name

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。

例：
Device(conf-sec-zone-pair)# service-policy
type inspect ogacl-pmap

ステップ 5

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ACL 用オブジェクト グループの設定例

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

showobject-group [object-group-name]

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。

例：
Device# show object-group
my-object-group

ステップ 3

showipaccess-list [access-list-name]
例：
Device# show ip access-list
my-ogacl-policy

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
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
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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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』

ACL 設定ガイド

『Security Configuration Guide: Access Control Lists』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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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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

機能名

リリース

ACL のオブジェクト Cisco IOS XE リリース
3.12S
グループ

機能情報
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。
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章

Cisco ファイアウォール SIP 機能拡張 ALG
Cisco XE 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
Manager Express 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 IOS XE ファイアウォールは、2 つの SIP ゲートウェイ（Cisco Call Manager、Cisco Call Manager
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 IOS XE ファイアウォールは、2 つの SIP ゲートウェイ（Cisco Call Manager、Cisco Call Manager
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。
Cisco Call Manager Express 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 IOS XE 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name 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。
例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sip-class1

ステップ 4

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
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 6

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 7

classtypeinspectclass-map-name
例：

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。

Device(config-pmap)# class type inspect
sip-class1

ステップ 8

inspect

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。

例：
Device(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 モードに戻ります。

exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

classclass-default

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。

例：

• 設定済みクラス マップの一致基準のいずれとも

Device(config-pmap)# class class-default

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。
ステップ 11

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

zonesecurity {zone-name | default}

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。

例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 4

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 5

zonesecurity {zone-name | default}
例：

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。

Device(config)# zone security zone2

ステップ 6

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

zone-pairsecurityzone-pair-name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーン ペア コンフィ
{source-zone-name | self | default}
ギュレーション モードに戻ります。
destination [destination-zone-name | self |
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定する
default]]
必要があります。
例：
Device(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

ステップ 8

service-policytypeinspectpolicy-map-name 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。
例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
sip-policy

ステップ 9

exit
例：

（注）

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。

Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 10

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

zone-membersecurityzone-name

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。

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

ステップ 12

exit

（注）

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 モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 13

interfacetypenumber

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。

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

ステップ 14

zone-membersecurityzone-name

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。

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone2

ステップ 15

end

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。

例：
Device(config-if)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール 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』

追加の SIP 情報

『Guide to Cisco Systems VoIP Infrastructure
Solution for SIP』

vTCP のサポート

vTCP for ALG サポート
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標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 3261

『SIP: Session Initiation Protocol』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

ALG--SIP over TCP の拡張機能 Cisco IOS XE リリース 3.5S

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 ファイアウォール--SIP
ALG 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 IOS XE リリース 2.4

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。
T.38 Fax Relay 用のファイア
ウォール--SIP ALG 拡張機能

Cisco IOS XE リリース 2.4.1

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、SIP ALG 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。
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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 IOS Zone-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
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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 IOS XE 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。

（注）

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。

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 MSRPC ALG 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

PDU

番号

タイプ

説明

REQUEST

0

call

コール要求を開始します。

RESPONSE

2

call

コール要求に応答します。
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PDU

番号

タイプ

説明

FAULT

3

call

RPC ランタイム、RPC スタブ、ま
たは RPC 固有の例外を示します。

BIND

11

アソシエーショ
ン

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。

BIND_ACK

12

アソシエーショ
ン

バインド要求を受け入れます。

BIND_NAK

13

アソシエーショ
ン

アソシエーション要求を拒否しま
す。

ALTER_CONTEXT

14

アソシエーショ
ン

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。

ALTER_CONTEXT_RESP 15

アソシエーショ
ン

ALTER_CONTEXT PDU に応答しま
す。有効な値は accept または deny
です。

SHUTDOWN

17

call

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。

CO_CANCEL

18

call

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。

ORPHANED

19

call

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。

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

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
542

ファイアウォールと NAT に対する MSRPC ALG サポート
MSRPC ステートフル パーサー

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
（注）

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 MSRPC ALG 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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

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

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。

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

ステップ 4

match protocol protocol-name
例：
Router(config-cmap)# match protocol
msrpc

ステップ 5

exit
例：

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。
• 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。

Router(config-cmap)# exit

ステップ 6

policy-map type inspect policy-map-name 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
例：
ドを開始します。
Router(config)# policy-map type
inspect msrpc-pmap

ステップ 7

class type inspect class-map-name
例：

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。

Router(config-pmap)# class type
inspect msrpc-class-map
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

inspect

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。

例：
Router(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、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Router(config-pmap-c)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Rotuer# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

zone security security-zone-name

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。

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

ステップ 4

exit
例：

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。

Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 5

zone security security-zone-name
例：

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。

Router(config)# zone security out-zone

ステップ 6

exit
例：

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。

Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

zone-pair security zone-pair-name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア コンフィ
source-zone destination [destination-zone]] ギュレーション モードを開始します。
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーン ペアを設定す
例：
る必要があります。
Router(config)# zone-pair security
in-out source in-zone destination
out-zone

ステップ 8

service-policy type inspect policy-map-name 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。
例：
（注）
ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、
Router(config-sec-zone-pair)#
トラフィックはデフォルトでドロップされます。
service-policy type inspect msrpc-pmap

ステップ 9

end

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。

例：
Router(config-sec-zone-pair)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Router> enable

ステップ 2

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 3

MSRPC ALG の vTCP 機能を有効にします。
（注）
デフォルトで、MSRPC ALG は vTCP をサ
ポートします。

alg vtcp service msrpc
例：
Rotuer(config)# alg vtcp service msrpc

ステップ 4

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 5

set platform hardware qfp active feature alg
msrpc tolerance on

MSRPC 不明メッセージの許容を有効にします。
（注）
デフォルトでは、許容はオフになっていま
す。

例：
Rotuer# set platform hardware qfp active
feature alg msrpc tolerance on
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

no alg vtcp service msrpc

MSRPC ALG の vTCP 機能を無効にします。

例：
Rotuer(config)# no alg vtcp service msrpc

ステップ 4

end

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。

例：
Rotuer(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
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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

セキュリティ 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』

NAT ALG

「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

ALG のサポート

『NAT and Firewall ALG Support on Cisco ASR 1000
Series Routers』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

ファイアウォールと NAT に対 Cisco IOS XE リリース 3.5S
する MSRPC ALG サポート

機能情報
ファイアウォールと NAT に対
する MSRPC ALG サポート機能
は、ファイアウォールと NAT
における MSRPC ALG 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 protocol msrpc。

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

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。
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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 RPC ALG 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。
Sun RPC プロトコルの詳細については、RFC 1057、『RPC: Remote Procedure Call 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 RPC ALG 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、Sun RPC 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。Sun RPC 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 RPC ALG 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 Sun RPC 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 Sun RPC 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

class-maptypeinspect{match-any |
match-all}class-map-name

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。

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sunrpc-l4-cmap

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。

matchprotocolprotocol-name
例：
Device(config-cmap)# match protocol
sunrpc

ステップ 5

end

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。

例：
Device(config-cmap)# end

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。
Sun RPC プログラムおよびプログラム番号の詳細については、RFC 1057、『RPC: Remote Procedure
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

class-maptypeinspectprotocol-name
{match-any | match-all} class-map-name

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。

例：
Device(config)# class-map type inspect
sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap

ステップ 4

matchprogram-numberprogram-number

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。

例：
Device(config-cmap)# match program-number
100005

ステップ 5

end

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。

例：
Device(config-cmap)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

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 3

policy-maptypeinspectprotocol-namepolicy-map-name 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
例：
ギュレーション モードを開始します。
Device(config)# policy-map type inspect sunrpc
sunrpc-l7-pmap

ステップ 4

classtypeinspectprotocol-nameclass-map-name
例：

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。

Device(config-pmap)# class type inspect sunrpc
sunrpc-l7-cmap

ステップ 5

allow

パケット転送を許可します。

例：
Device(config-pmap-c)# allow

ステップ 6

end
例：

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。

Device(config-pmap-c)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

policy-maptypeinspectpolicy-map-name
例：

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。

Device(config)# policy-map type inspect
sunrpc-l4-pmap

ステップ 4

class{class-map-name | class-default}
例：

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。

Device(config-pmap)# class
sunrpc-l4-cmap

ステップ 5

inspect [parameter-map-name]

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

service-policyprotocol-namepolicy-map-name 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。
例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
sunrpc sunrpc-l7-pmap

ステップ 7

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 8

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

ステップ 9

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
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 10

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

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。

（注）

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。
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
コマンドまたはアクション
ステッ イネーブル化
プ1
例：
Device> enable

目的
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 configureterminal
プ2
例：

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。

Device# configure terminal

ステッ zonesecurity {zone-name | default}
プ3
例：
Device(config)# zone security z-client
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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

ステッ exit
プ4
例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ zonesecurity {zone-name | default}
プ5
例：
Device(config)# zone security z-server

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。
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。
• 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。

ステッ exit
プ6
例：
Device(config-sec-zone)# exit

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
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コマンドまたはアクション

目的
ション モードに戻りま
す。

ステッ zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name ゾーンペアを作成し、セ
プ7
キュリティ ゾーンペア
例：
コンフィギュレーション
Device(config)# zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
モードを開始します。
ステッ service-policytypeinspectpolicy-map-name
プ8
例：

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。

Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap

ステッ exit
プ9
例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ interfacetypenumber
プ 10
例：
Device(config)# interface gigabitethernet 2/0/0

ステッ ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
プ 11
例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.5 255.255.255.0

ステッ zone-membersecurityzone-name
プ 12
例：

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。
インターフェイスタイプ
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。
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。
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。

Device(config-if)# zone-member security z-client

ステッ exit
プ 13
例：
Device(config-if)# exit

ステッ interfacetypenumber
プ 14
例：
Device(config)# interface gigabitethernet 2/1/1
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コマンドまたはアクション

目的
ションモードを開始しま
す。

ステッ ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
プ 15
例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

ステッ zone-membersecurityzone-name
プ 16

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。
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。

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

ステッ end
プ 17

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。

例：
Device(config-if)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

IP アドレッシング コマンド

『IP Addressing Services Command Reference』

セキュリティ 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』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 1057

『RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification
Version 2』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォールと NAT に対 Cisco IOS XE リリー ファイアウォールと NAT に対する Sun
する Sun RPC ALG サポート
ス 3.2S
RPC ALG サポート機能は、ファイア
ウォールと NAT に Sun RPC ALG 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。
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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
コマンドまたはアクション
ステッ イネーブル化
プ1
例：
Router> enable

ステッ configureterminal
プ2
例：
Router# configure terminal
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目的
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）。
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。

vTCP for ALG サポート
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

コマンドまたはアクション

目的

ステッ class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
プ3
例：
Router(config)# class-map type inspect match-any rtsp_class1

ステッ matchprotocolprotocol-name
プ4
例：
Router(config-cmap)# match protocol rtsp

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。
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。
• RTSP の代わりに
DNS を使用して、
match protocol とし
て DNS を設定しま
す。

ステッ exit
プ5

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

例：
Router(config-cmap)# exit

ステッ policy-maptypeinspectpolicy-map-name
プ6
例：
Router(config)# policy-map type inspect rtsp_policy

ステッ classtypeinspectclass-map-name
プ7
例：
Router(config-pmap)# class type inspect rtsp_class1

ステッ inspect
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。
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。
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。

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステッ classclass-default
プ9
例：
Router(config-pmap-c)# class class-default

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。
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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ exit
プ 10
例：

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。

Router(config-pmap-c)# exit

ステッ exit
プ 11
例：

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-pmap)# exit

ステッ zonesecurityzone-name1
プ 12
例：
Router(config)# zone security private

ステッ exit
プ 13
例：

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。
グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ zonesecurityzone-name2
プ 14
例：
Router(config)# zone security public

ステッ exit
プ 15
例：

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。
グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name セキュリティ ゾーンのペ
プ 16
アを作成し、セキュリ
例：
ティゾーンコンフィギュ
Router(config)# zone-pair security pair-two source private destination public レーション モードを開始
します。
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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

ステッ service-policytypeinspectpolicy-map-name
プ 17

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。

例：
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy rtsp_policy

• 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。

ステッ exit
プ 18

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

例：
Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ interfacetypenumber
プ 19

設定するインターフェイ
スを指定します。

例：

• インターフェイス

Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

コンフィギュレー
ション モードを開
始します。

ステッ zone-membersecurityzone-name1
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。

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

• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ exit
プ 21
例：

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-if)# exit

ステッ interfacetypenumber
プ 22
例：
Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

ステッ zone-membersecurityzone-name
プ 23
例：
Router(config-if)# zone-member security public

設定するインターフェイ
スを指定します。
• 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。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステッ end
プ 24

特権 EXEC モードに戻り
ます。

例：
Router(config-if)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco IOS ファイアウォール 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 ファイアウォール - SIP 拡張機能：ALG

『Security Configuration Guide: Securing the Data
Plane』

ネットワーク アドレス変換

『IP Addressing Services Configuration』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 793

『Transport Control Protocol』

RFC 813

『Window and Acknowledge Strategy in TCP』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

vTCP for ALG サポート

Cisco IOS XE リリース 3.1S

この機能は、Cisco ASR 1000 シ
リーズ ルータ上で Cisco IOS XE
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。
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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.323 vTCP
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.323 ALG 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
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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。

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-time Transport 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.323 ALG 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。
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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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 イネーブル化
例：
Device> enable
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目的
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）。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3 class-map type inspect match-anyclass-map-name
例：

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。

Device(config)# class-map type inspect match-any h.323-class

ステップ 4 match protocolprotocol-name

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。

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

ステップ 5 match protocolprotocol-name

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。

例：
Device(config-cmap)# match protocol h323ras

ステップ 6 exit

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。

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 7 policy-map type inspectpolicy-map-name

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。

例：
Device(config)# policy-map type inspect h.323-policy

ステップ 8 class type inspectclass-map-name

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。

例：
Device(config-pmap)# class type inspect h.323-class

ステップ 9 inspect

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステッ
プ 10

exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

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
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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ステッ
プ 11

コマンドまたはアクション

目的

class class-default

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。

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

• 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。

ステッ
プ 12

exit
例：
Device(config)# exit

ステッ
プ 13

zone securityzone-name
例：
Device(config)# zone security inside

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。
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。
• 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。

ステッ
プ 14

exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ
プ 15

zone-pair
セキュリティ ゾーンのペアを作成して、
securityzone-pair-namesourcesource-zonedestinationdestination-zone 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。
例：
Device(config)# zone-pair security inside-outside source
inside destination outside

ステッ
プ 16

service-policy type inspectpolicy-map-name
例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
h.323-policy
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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。

• 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。
• 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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ステッ
プ 17

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ
プ 18

interfacetype number

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。

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

ステッ
プ 19

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

• 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。

ステッ
プ 20

end
例：

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。

Device(config-if)# end
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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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Commands List, All Releases』

ファイアウォール 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』
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関連項目

マニュアル タイトル

NAT コマンド

『IP Addressing Services Command Reference』

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

ファイアウォールと NAT に対 Cisco IOS XE
するハイ アベイラビリティ サ リリース 3.7S
ポートを使用した ALG - H.323
vTCP
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機能情報
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。

第
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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：FTP ALG 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

アドレス ファミリ番号

プロトコル

1

IPv4（Pos81a）

2

IPv6（DH96）

• <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。
アドレス ファミリ番号

アドレス形式

例

1

ドット付き 10 進法

10.135.1.2

2

DH96 で定義されている IPv6 文 2001:DB8:1::1
字列形式

• <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、FTP66 ALG 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 FTP66 ALG を明示的にイネーブルにする必要があります。

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
597

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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• パスワードを入力します（要求された場
合）。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

class-map type inspect match-anyclass-map-name
例：

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。

Device(config)# class-map type inspect match-any
in2out-class

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 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

policy-map type inspectpolicy-map-name
例：

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。

Device(config)# policy-map type inspect in-to-out

ステップ 7

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 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、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 10

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

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。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
前に定義されたデフォルト クラスに誘
導されます。

ステップ 11

exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 12

exit
例：

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。
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。

Device(config-pmap)# exit

ステップ 13

zone securityzone-name
例：
Device(config)# zone security inside

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。
• 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。

ステップ 14

exit
例：

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。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 15

zone-pair
セキュリティ ゾーンのペアを作成して、セ
securityzone-pairsourcesource-zonedestinationdestination-zone 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。
例：
Device(config)# zone-pair security in2out source inside
destination outside

ステップ 16

service-policy type inspectpolicy-map-name
例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type
inspect in-to-out
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• 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。
• 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。

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポート
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ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 18

interfacetype number

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。

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

ステップ 19

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 20

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 21

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

• 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。

ステップ 22

negotiation auto
例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 23

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。
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
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ステップ 24

コマンドまたはアクション

目的

cdp enable

インターフェイスで Cisco Discovery Protocol
をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# cdp enable

ステップ 25

exit
例：

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。

Device(config-if)# exit

ステップ 26

ipv6 routeipv6-prefix/prefix-length interface-type
interface-number

スタティック IPv6 ルートを確立します。

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

ステップ 27

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

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。

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

ステップ 28

end
例：
Device(config)# end
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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。

IPv6 ファイアウォールに対する FTP66 ALG サポート
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetype number

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。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/2

ステップ 4

ip addressip-address mask

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。

例：
Device(config-if)# ip address
10.1.1.1 255.255.255.0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip nat inside

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。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 6

zone-member securityzone-name
例：
Device(config-if)# zone-member
security inside

ステップ 7

exit

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。
• 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。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 8

interfacetype number

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。

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

ステップ 9

ip addressip-address mask

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。

例：
Device(config-if)# ip address
10.2.1.1 255.255.255.0

ステップ 10

ip nat outside

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。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 11

zone-member securityzone-name
例：
Device(config-if)# zone-member
security outside

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。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

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

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
例：
Device(config)# ip nat inside
source static 10.1.1.10 10.1.1.80

ステップ 14

end

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。

例：
Device(config)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 unicast-routing

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。

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interfacetype number

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。

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

ステップ 5

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 6

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 7

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 8

• 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 9

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
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 enable

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。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 11

nat64 enable

インターフェイスで NAT64 をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 12

cdp enable

インターフェイスで Cisco Discovery Protocol をイネーブルに
します。

例：
Device(config-if)# cdp enable

ステップ 13

exit

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。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 14

interfacetype number

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。

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

ステップ 15

ip addresstype number

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。

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

ステップ 16

ip virtual-reassembly

インターフェイスで VFR をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ip
virtual-reassembly

ステップ 17

zone member securityzone-name
例：
Device(config-if)# zone member
security outside

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。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
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。

ステップ 18

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 19

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 20

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 21

ipv6 routeipv6-address interface-type
interface-number

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。

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

ステップ 22

ipv6 neighboripv6-address interface-type 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
interface-number hardware-address
定します。
例：
Device(config)# ipv6 neighbor
2001:DB8:1::103 gigabitethernet
0/0/0 0000.29f1.4841

ステップ 23

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 24

end

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。

例：
Device(config)# end
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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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』

NAT コマンド

『IP Addressing Command Reference』
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標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 959

『File Transfer Protocol』

RFC 2428

『FTP Extensions for IPv6 and NATs』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

IPv6 ファイアウォール Cisco IOS XE リリース 3.7S
に対する FTP66 ALG サ
ポート

機能情報
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。
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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
• NAT とファイアウォールに対する SIP ALG 強化の設定例, 625 ページ
• NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する追加情報, 626 ページ
• NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化に関する機能情報, 627 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。SIP ALG 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。

（注）

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 SIP ALG 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。

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 SIP ALG ハードニング機能は、Session Initiation Protocol（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）
SIP ALG 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。

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
618

NAT とファイアウォールの SIP ALG 強化
SIP ALG PRACK コール フローのサポート

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

configure terminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat service sip {tcp | udp} portport-number SIP の NAT サポートを有効にします。
例：
Device(config)# ip nat service sip tcp
port 5060

ステップ 4

end

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。

例：
Device(config)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name 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。
例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sip-class1

ステップ 4

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 5

exit

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。

例：
Device(config-cmap)# exit
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

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。

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

ステップ 7

classtypeinspectclass-map-name
例：

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。

Device(config-pmap)# class type inspect
sip-class1

ステップ 8

inspect

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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 9

exit
例：

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。

Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

classclass-default

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。

例：

• 設定済みクラス マップの一致基準のいずれとも

Device(config-pmap)# class class-default

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。
ステップ 11

end

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。

例：
Device(config-pmap)# end
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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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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 3

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 4

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

zonesecurity {zone-name | default}

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。

例：
Device(config)# zone security zone2

ステップ 6

exit

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。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

zone-pairsecurityzone-pair-name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーン ペア コンフィ
{source-zone-name | self | default}
ギュレーション モードに戻ります。
destination [destination-zone-name | self |
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定する
default]]
必要があります。
例：
Device(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

ステップ 8

service-policytypeinspectpolicy-map-name 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。
例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
sip-policy

ステップ 9

exit
例：

（注）

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。

Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 10

interfacetypenumber

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。

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

ステップ 11

zone-membersecurityzone-name

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。

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone1
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 12

exit

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 モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 13

interfacetypenumber

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。

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

ステップ 14

zone-membersecurityzone-name

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。

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone2

ステップ 15

end

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。

例：
Device(config-if)# end

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT 設定

『IP Addressing: NAT Configuration Guide』

ファイアウォールの設定

『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』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

ファイアウォール 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』
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関連項目

マニュアル タイトル

NAT とファイアウォール
ALG のサポート

『NAT and Firewall ALG and AIC Support on Cisco ASR 1000 Series
Aggregation Services Routers』マトリックス

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 3261

『SIP: Session Initiation Protocol』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートならびにドキュメントの Web http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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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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

機能名

リリース

NAT とファイアウォールの SIP Cisco IOS XE リリース 3.8S
ALG 強化
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機能情報
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 SIP ALG
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。

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 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（RFC 3261 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
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• 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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

alg sip processor session max-backlog
concurrent-processor-usage
例：
Device(config)# alg sip processor session
max-backlog 5
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

alg sip processor global max-backlog
concurrent-processor-usage

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。

例：
Device(config)# alg sip processor global
max-backlog 5

ステップ 5

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events destination ip-address

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。

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 destination
10.1.1.1

ステップ 6

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events block-time block-time
[destination ip-address]

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。

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 block-time
30

ステップ 7

alg sip timer call-proceeding-timeout time

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。

例：
Device(config)# alg sip timer
call-proceeding-timeout 35

ステップ 8

alg sip timer max-call-duration seconds

正常な SIP コールの最大コール期間（秒単位）を
設定します。

例：
Device(config)# alg sip timer max-call-duration
90

ステップ 9

end

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。

例：
Device(config)# end

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
max-call-duration
call-proceeding-timeout

Seconds
380
620

sip processor configuration
Type
Backlog number
session
14
global
189
sip blacklist configuration
dst-addr
trig-period(ms)
10.0.0.0
60
10.1.1.1
20
192.0.2.115
1000
198.51.100.34
20

ステップ 3

trig-size
30
30
5
30

block-time(sec)
2000
30
30
388

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:
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Cr dbl cfg entry:
start dbl trig tmr:
stop dbl trig tmr:
start dbl blk tmr:
stop dbl blk tmr:
start dbl idle tmr:
stop dbl idle tmr:

8
10
10
0
0
10
1

DoS Errors
Dbl Retmem Failed:
DblCfg Retm Failed:
Session wlock ovflw:
Blacklisted:

ステップ 4

Del dbl cfg entry:
restart dbl trig tmr:
dbl trig timeout:
restart dbl blk tmr:
dbl blk tmr timeout:
restart dbl idle tmr:
dbl idle tmr timeout:

0
0
0
561

4
1014
1014
0
0
361
9

Dbl Malloc Failed:
DblCfg Malloc Failed:
Global wlock ovflw:

0
0
0

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
a4a051e0a4a1ebd

ステップ 5

src_addr
10.74.30.189

dst_addr
10.74.5.30

remaining_time(sec)
25

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
10.1.1.1
20
30
10.74.5.30
1000
5
192.0.2.2
60
30
198.51.100.115
20
30

ステップ 6

block_time(sec)
30
30
2000
388

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:

Current global wlock count:

ステップ 7

189
0

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:

ステップ 8

620

call-duration:

380

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール 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』
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関連項目

マニュアル タイトル

NAT コマンド

『IP Addressing Services Command References』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 4028

『Session Timers in the Session Initiation Protocol
(SIP)』

MIB
MIB

MIB のリンク
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
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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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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

機能名

リリース

DoS 攻撃に対する Cisco IOS XE リ
SIP ALG レジリエン リース 3.11S
ス

機能情報
DoS 攻撃に対する SIP ALG レジリエンス機能は、Session
Initiation Protocol（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。
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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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ついて

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

（注）

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。

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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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

機能名

リリース

ゾーンベース ファイアウォー Cisco IOS XE 3.13S
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

機能情報
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

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
643

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 に
関する機能情報

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
644

