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概要

Cisco Integrated Service Router（ISR）は、さまざまなアプリケーションのデータおよび音声ネ
ットワークの要件に対応する、スケーラブルなプラットフォームを提供します。 私用およびイン
ターネットに接続されした ネットワークの脅威状況が非常に動的環境であるが、Cisco IOS ® フ
ァイアウォールはビジネス機能および継続を有効に して いる間セキュア ネットワーク ポスチャ
を定義し、実施するためにステートフル 点検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）機能を提供します。

このドキュメントでは、特定の Cisco ISR ベースのデータおよび音声アプリケーションのシナリ
オに関して、ファイアウォール セキュリティの設計および設定の考慮事項について説明します。
音声サービスおよびファイアウォールの設定は、アプリケーションのシナリオごとに示されます
。 各シナリオでは、VoIP およびセキュリティの設定が個別に説明され、その後、ルータ全体の
設定が説明されます。 ネットワークには、音声品質と機密性を維持するためのサービス（QoS、



VPN など）の設定が必要なことがあります。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Cisco IOS Firewall のバックグラウンド

Cisco IOS Firewall は、通常、アプライアンス ファイアウォールの導入モデルとは異なるアプリ
ケーションのシナリオで導入されます。 典型的な導入には、少ないデバイス数、複数サービスの
統合、低いパフォーマンスとセキュリティ機能深度が好まれる、在宅勤務者アプリケーション、
小規模オフィスやブランチオフィスのサイト、およびリテール アプリケーションが含まれます。

ファイアウォール インスペクションのアプリケーションと ISR 製品の他の統合サービスの組み合
わせは、コストと運用面で魅力的に思えますが、ルータベースのファイアウォールが適切である
かどうかを判断するためには、個別の考慮事項を検討する必要があります。 能力が足りない統合
型のルータベース ソリューションを導入した場合、各追加機能のアプリケーションにより、メモ
リコストと処理コストが増え、転送スループット率の低下、パケット遅延の増加、および最大負
荷時の機能の損失が発生する可能性があります。 ルータとアプライアンスの間で判断を下す場合
は、次のガイドラインに従ってください。

デバイスが少ない方がソリューションとして優れているブランチ オフィスや在宅勤務者のサ
イトには、複数の統合機能に対応したルータが最も適しています。

●

一般的に、高帯域幅、高性能のアプリケーションがアプライアンスでの処理には適していま
す。 Cisco ASA および Cisco Unified CallManager サーバは、NAT、セキュリティ ポリシー
アプリケーション、および呼処理を処理するために適用する必要があります。ルータは、
QoS ポリシー アプリケーション、WAN の終端、およびサイト間 VPN 接続の要件に対応し
ます。

●

Cisco IOS Software Release 12.4(20)T が登場する前は、Classic Firewall とゾーンベース ポリシ
ー ファイアウォール（ZFW）では、VoIP トラフィックおよびルータベースの音声サービスに必
要な機能を完全にはサポートできず、音声トラフィックに対応するためには、他の点ではセキュ
アなファイアウォール ポリシーに大きな穴を開ける必要があり、発達する VoIP シグナリングと
メディア プロトコルのサポートは限定されていました。

設定
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Cisco IOS ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの導入

Cisco IOS ゾーンベース ポリシー ファイアウォールは、他のファイアウォールと同様、ネットワ
ーク trustingare のセキュリティ要件がセキュリティ ポリシーによって特定および記述されている
場合にのみ、セキュアなファイアウォールを提供できます。 セキュリティ ポリシーに対する 2
つの基本的なアプローチは次のとおりです。 観点：疑いの観点とは対照的。

信頼の観点では、悪意のあるトラフィックまたは不要なトラフィックと明確に特定できるものを
除き、すべてのトラフィックが信頼できると仮定されます。 不要なトラフィックのみを拒否する
特定のポリシーが実装されます。 これは、通常、特定のアクセス制御エントリ、またはシグニチ
ャや動作ベースのツールで実行されます。 このアプローチの場合、既存アプリケーションへの影
響は少ない傾向にありますが、脅威と脆弱性の展望に関する包括的な専門知識が必要であり、新
たな脅威に対応し、現れる脅威をエクスプロイトするために常に警戒している必要があります。
また、ユーザ コミュニティが、セキュリティの適切な維持の大部分を担当する必要があります。
利用者に対する制限が少なく、自由度の高い環境では、多くの場合、不注意または悪意のある人
物によって問題が引き起こされます。 このアプローチのさらなる問題点は、すべてのネットワー
ク トラフィック内の疑わしいデータのモニタとコントロールを可能にするための、十分な柔軟性
と性能を提供する効率的な管理ツールとアプリケーション制御への依存度がさらに増す点です。
現在は、この点に対応するためのテクノロジーがありますが、多くの場合、運用上の負担はほと
んどの組織の限界を超えています。

疑いの観点では、望ましいトラフィックだと明確に識別されたものを除き、すべてのネットワー
ク トラフィックが望ましくないと仮定されます。 これは、明示的に許可されたトラフィックを除
き、すべてのアプリケーション トラフィックを拒否するために適用されるポリシーです。 また、
Application Inspection and Control（AIC）は、望ましいアプリケーション、および望ましいトラ
フィックとしてマスカレードされている不要なトラフィックをエクスプロイトするために作成さ
れた、悪意のあるトラフィックを識別および拒否するために実装できます。 繰り返しになります
が、望ましくないトラフィックの大部分は、アクセス コントロール リスト（ACL）やゾーンベー
ス ポリシー ファイアウォール（ZFW）ポリシーなどのステートレス フィルタによって制御され
る必要がありますが、アプリケーション制御を行うことで、ネットワークに対する運用およびパ
フォーマンスの負担は生じます。したがって、AIC、侵入防御システム（IPS）、または Flexible
Packet Matching（FPM）や Network-Based Application Recognition（NBAR; ネットワークベー
スのアプリケーション認識）などの他のシグニチャベース コントロールで処理する必要があるト
ラフィックは大幅に減少する必要があります。 したがって、希望するアプリケーション ポート、
および既知の制御接続やセッションから生じる動的なメディア固有のトラフィックが具体的に許
可されている場合、ネットワーク上に存在する必要がある不要なトラフィックのみ、個別のより
認識しやすいサブセットに分類されます。その結果、望ましくないトラフィックに対するコント
ロールを維持するために必要なエンジニアリングおよび運用上の負担が軽減されます。

このドキュメントでは、疑いの観点に基づいた VoIP セキュリティの設定について説明していま
す。 そのため、音声ネットワーク セグメントで許容されるトラフィックのみ許可されます。 各
アプリケーション シナリオの設定の「注」で説明されているように、データ ポリシーは許可され
やすい傾向にあります。

すべてのセキュリティ ポリシーの導入は、クローズドループ フィードバック サイクルに従う必
要があります。 セキュリティの導入は、通常、既存アプリケーションの機能に影響を及ぼします
。また、その影響を最小限に抑える、または解消するための調整が必要になります。

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの設定の詳細および追加のバックグラウンド情報につい
ては、『ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの設計およびアプリケーション ガイドライン
』を参照してください。
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VoIP 環境内の ZFW の考慮事項

前述の『設計およびアプリケーション ガイド』には、ルータのセルフ ゾーンとの通信にセキュリ
ティ ポリシーを使用するルータのセキュリティの概要、さまざまな Network Foundation
Protection（NFP）機能によって提供される代替機能の概要が記載されています。 ルータベース
の VoIP 機能は、ルータのセルフ ゾーン内でホストされているため、Cisco Unified CallManager
Express、Survivable Remote Site Telephony、および音声ゲートウェイ リソースによって生成さ
れ、これらのリソース宛に送信される音声信号とメディアに対応するためには、ルータを保護す
るセキュリティ ポリシーが音声トラフィックの要件を認識する必要があります。 Cisco IOS
Software Release 12.4(20)T、Classic Firewall、およびゾーンベース ポリシー ファイアウォール
が登場する前は、VoIP トラフィックの要件に完全に対応することができなかったため、ファイア
ウォール ポリシーはリソースを完全に保護するように最適化されていませんでした。 ルータベー
スの VoIP リソースを保護するセルフゾーン セキュリティ ポリシーは、Cisco IOS Software
Release 12.4(20)T で導入された機能に大きく依存しています。

Cisco IOS Firewall の音声機能

Cisco IOS Software Release 12.4(20)T では、Zone Firewall と音声機能の共存を可能にするため
に複数の機能が強化されています。 3 つの主要機能は、セキュアな音声アプリケーションに直接
適用されます。

SIP の機能強化： アプリケーション層ゲートウェイおよび Application Inspection and
ControlRFC 3261 で定義されている、SIPv2 への SIP バージョンのサポートを更新より広範
なコール フローを認識するために、SIP シグナリングのサポートを拡大固有のアプリケーシ
ョンレベルの脆弱性およびエクスプロイトに対応するためのきめ細かい制御を適用するため
に、SIP Application Inspection and Control（AIC）を導入ローカルに送受信される SIP トラ
フィックによって生じるセカンダリ シグナリングおよびメディア チャネルを認識できるよう
にするために、セルフゾーン検査を拡大

●

Skinny Local Traffic および Cisco CallManager Express のサポートバージョン 16 に対する
SCCP のサポートを更新（以前のサポート バージョンは 9）固有のアプリケーションレベル
の脆弱性およびエクスプロイトに対応するためのきめ細かい制御を適用するために、SCCP
Application Inspection and Control（AIC）を導入ローカルに送受信される SCCP トラフィッ
クによって生じるセカンダリ シグナリングおよびメディア チャネルを認識できるようにする
ために、セルフゾーン検査を拡大

●

H.323 v3/v4 のサポートv3 および v4 に対する H.323 のサポートを更新（以前のサポート対
象は v2 および v1）固有のアプリケーションレベルの脆弱性およびエクスプロイトに対応す
るためのきめ細かい制御を適用するために、H.323 Application Inspection and
Control（AIC）を導入

●

このドキュメントで説明されているルータのセキュリティ設定には、これらの機能強化によって
もたらされる機能、およびポリシーによって適用されるアクションに関する説明が含まれていま
す。 個々の機能ドキュメントへのハイパーリンクは「関連情報」に記載されています。
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