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概要

この資料にフィルタ処理されたを得、Cisco パケット データ ネットワーク ゲートウェイ
（PGW）の Enhanced Charging サービス（ECS）が廃棄する HTTP 不正 なパケットを解決する
方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

StarOS●

ECS●

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。

この 文書に記載されている 情報は顧客 ノードで現在の設定に類似したですが関連情報だけここ
に示されています。 実質情報を露出しないで問題となるトレースを示す目的でいくつかの情報す
なわち IP アドレスを変更するか、または打ちました。

問題



いくつかのネットワークのユーザが特定の賭博サイトにアクセスできなかったことサービス プロ
バイダーから不平がありました。

そのようなユーザのトレースがチェックされたときに、問題となるトラフィックが PGW の
HTTP エラー パケットをフィルタリングするために定められたルール定義（ruledef）の下で分類
されたことが検出されました。

active-charging service <name>

ruledef <name>

http error = TRUE

#exit

#exit

トラブルシューティング

ruledef とは何か。

サブスクライバの HTTPトラフィックの検出は ECS にあるプロトコル アナライザによって実現
します。

ECS にアップリンクおよびダウンリンク トラフィックを検査するプロトコル アナライザがあり
ます。 着信トラフィックはパケット点検のためのプロトコル アナライザに入ります。 点検する
べきかどのパケットを判別するため ruledefs をルーティングして適用するであって下さい。 この
トラフィックは満たしてブロックのような操作を行うため ruledefs が適用するである充満エンジ
ンまたは送信するにリダイレクトするためにそれから送信 されます。 これらのアナライザはまた
料金請求システムのための使用状況の記録を作成します。

Ruledefs は指定されたフィールドが一致を評価するときパケットかで奪取 するどんな操作プロト
コル フィールドおよび定義するプロトコル状態に基づくユーザが定義する式です。

Ruledefs はトラブルシューティング資料で大抵使用される次のとおりです:

Ruledefs ルーティングします- ruledefs をルーティングしてパケットをアナライザを満足させる
ためにルーティングするのに使用されています。 ruledef 式のプロトコル フィールドやプロトコ
ル状態が本当のときパケットをにかルーティングするどのコンテンツ アナライザ ruledefs をルー
ティングして判別して下さい。 256 までの ruledefs はルーティングのために設定することができ
ます。

充満 Ruledefs -充満 ruledefs が奪取 するどんなコンテンツ アナライザによってされた分析に操作
を基づかせていたか規定 するのに使用されています。 操作はリダイレクション、充電値および課
金記録出力を含むことができます。

ラボのセットアップ

設定 例 PGW のこのシナリオをテストするため:

config
 active-charging service <name>

 ruledef http-error
 http error = TRUE
 #exit



 ruledef ip_any
 ip any-match = TRUE
 #exit

 charging-action block
 content-id 501
 billing-action egcdr
 flow action terminate-flow
 #exit

 charging-action ip-any-ca
 content-id 1
 billing-action egcdr
 #exit

 rulebase rulebase_all
 billing-records egcdr
 action priority 10 ruledef http-error charging-action block desc http-error_ruledef
 action priority 100 ruledef ip_any charging-action ip-any-ca desc ca_ruledef
 flow control-handshaking charge-to-application all-packets
 < some lines removed >
 #exit
 #exit
end

エラーログ

サブスクライバの問題となるトレースが HTTPトラフィックの正確なレプリカを再生するのに使
用されました。 トレースが以前のコンフィギュレーションと動作したときに、これらの ruledefs
は ECS エンジンの下で検出する得ました。

[local]spgw# show active-charging ruledef statistics all charging

Ruledef Name Packets-Down Bytes-Down Packets-Up Bytes-Up Hits Match-Bypassed
------------ ------------ ---------- ---------- -------- ---- --------------
ip_any 170 81917 207 34362 332 304
http-error 3 180 7 412 1 0

Total Ruledef(s) : 2

これは言います、適切ではない HTTP パケットのそれらは設定にある「HTTP エラー」ruledef の
下で分類されます UE によって送信されるいくつかのパケットがあり。

ログはそこに見られる「HTTP パケット 無効 な」メッセージとして印刷されることがログオンす
るシステムを、わかるチェックした後。 これらのログのメッセージをチェックして下さい:

2018-Nov-14+05:46:50.474 [acsmgr 91654 unusual]
[1/0/17758 <sessmgr:1> http_analyzer.c:3478] [callid 00004e44]
[Call Trace] [context: sgi, contextID: 4] [software internal system syslog]
HTTP packet not valid
2018-Nov-14+05:46:50.474 [acsmgr 91025 trace]
[1/0/17758 <sessmgr:1> acsmgr_rules.c:22912]
[callid 00004e44] [Call Trace] [context: sgi, contextID:
4] [software internal user syslog] ruledef: http-error matches for service ecs
2018-Nov-14+05:46:50.474 [acsmgr 91209 debug]
[1/0/17758 <sessmgr:1> acsmgr_rules.c:22226]
[callid 00004e44] [Call Trace] [context: sgi, contextID: 4]
[software internal user syslog] normal charging-action (block) being applied



ノードで現在の定義への調和では ruledef 「HTTP エラー」にこれらのログと一致した「ブロック
として」マッピング される充満アクションがあります。 これが原因で、末端 加入者はパケット
が PGW の ECS エンジンで（フロー・アクション終端フロー）終わったので Webサイトにアク
セスできませんでした。

解決策

pcap ファイルにサブスクライバ トレースファイルを変換した後、これらのメッセージがクライ
アント（末端 加入者）とサーバの間で交換されることがわかります。

HTTP コールフローによって、クライアントはサーバに TCP SYN （パケット no1 でそれを、4
見、7）交換されました HTTP-GET/POST 要求を送信 し、アクセスを頼む必要があります。

ただし、pcap ファイルで、それの中の HTTPトラフィックを見ません。 このように、TCPパケ
ットは HTTP シグナリングかペイロードを伝送するこの問題を引き起こします。

チェックする場合、RFC （rfc-1323）によって許可される TCP ウィンドウ サイズは長の 65536
の（2*16=65536）バイトであるはずです。 

TCP ヘッダは送信側にレシーブ ウィンドウ サイズを報告するために 16 ビットフィールドを使用
します。 従って、使用できる最も大きいウィンドウは 2**16 = 65K バイトあります。

パケット 7 WS を見る場合、確認（ACK）パケットであるには余りにも大きいです。 通常、
HTTP 分析と、GGSN は GET/POST HTTP メッセージを解析することを試みます。 HTTP フロ
ーが対応 RFC のとき解析エラーかもしれません（および失敗という結果に URL 等によってきち
んと HTTP フローを分類するため）終る。

、ACK パケットの後で疑われる（7） パケットはサーバにアクセスを頼むために、クライアント
HTTP-GET/POST 要求を送信 しません でした。 その代り、「PSH UE から、ACK」は送信 され
ます。 それは PGW ECS エンジンによって期待されませんでした。 UE は http のペイロードを
送信 して いました（「終端フロー」としてアクションがある「HTTP エラー」ruledef の下でフ
ィルタリングされ、一致したと同時にゲートウェイがことパケットフロー終わった 80） dest ポ
ート内部 TCP パケットと。 PGW に関しては、UE からの期待されたメッセージは見られなかっ
た HTTP-GET/POST。 従って、それは不正 な パケットとしてパケット 10 をみなしました。

疑いを更に確認するために、pcap トレースファイルは問題となる「HTTP エラー」ruledef がア
クティブな充満の下で再度見つからないところで、PSH-ACK がある、同一コールは再度再実行
されます問題となるパケット第 10 は取除かれるとき修正され。 すべてのパケットは「ip_any」
ruledef の下で分類されました。 それは不正 な パケットがパケット 10.だったことを言います。

出力例を参照して下さい:

[local]spgw# show active-charging ruledef statistics all charging



Ruledef Name Packets-Down Bytes-Down Packets-Up Bytes-Up Hits Match-Bypassed
------------ ------------ ---------- ---------- -------- ---- --------------
ip_any 5 260 11 596 7 0
http-error 0 0 0 0 0 0

Total Ruledef(s) : 2

これを要約するため:

GET/POST 要求の HTTP パケットの代りに、不正 な パケットとして期待された 1 時ではなかっ
たので考慮され、廃棄された UE は TCP PSH-ACK パケットを送信 しました。 サービス プロバ
イダーは特定の UEs のこの不適当な動作について知らせられました。 Cisco PGW は 3GPP 規格
によってはたらきます。
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