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概要

この資料に StarOS の正当な途中受信コンテキストの下で「バッファ」設定をトラブルシューテ
ィングする方法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco は StarOS のナレッジがあることを推奨します。

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。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

省略形
LI 法で認められた代行受信
草原 法執行機関
AF アクセス 関数
MF メディエーション 機能
DF 配信機能
CF 制御機能



IRI 代行受信する 関連情報
CC 通信のコンテンツ
CLI コマンドライン インターフェイス

AF は StarOS ノードである可能性があります。 CF は草原前提か管理ドメインに常駐します。

問題

正当な途中受信モジュールの下のバッファリング オプションの設定の時に、イベント/コンテンツ
ベース バッファリング オプションに関したパラメータが CLI 設定リストで利用できなかったこ
とが観察されます。

このオプションは李コンテキストごとの 5000 の IRI レコードおよび 1000 の CC レコード デフ
ォルトのバッファ値の定義を助けます。

設定リストで利用可能 な唯一のオプションは「dest アドレス」でした。

[li-context]<hostname>(config-ctx)# lawful-intercept tcp event-delivery

dest-addr - Destination IP address where the intercepted information needs to be forwarded.

理想的には、それはオプションの以前に述べられたリストで「dest アドレス」オプションと共に
「バッファ」キーワードを示す必要があります。

法で認められた代行受信

注: 合法的傍受はライセンス有効に された 機能です。 基本的な合法的傍受 ライセンスは
UDP をと同時にアクティブサブスクライバーのコール コンテンツ（CC）途中受信のため
の転送 プロトコル サポートします。 配信のための転送 プロトコルとしてイベント
（IRI）途中受信および TCP は基本的なライセンスの下でサポートされません。 拡張 な 合
法的傍受 ライセンスは代行受信されたパケットの配信のための転送 プロトコルとしてイベ
ント（IRI）途中受信と基本的な李ライセンス 機能性および TCP すべてをサポートします
。

合法的傍受 機能性はターゲットとされたモバイルユーザの制御およびデータ メッセージを代行受
信するためにネットワーク オペレータを機能提供します。 このサポートを呼び出すために、草原
はネットワーク オペレータを特定のモバイルユーザの途中受信を開始するように要求します。 こ
の要求は判決か令状によってサポートされます。 異なる国の合法的傍受のために続かれる異なる
規格があります。

典型的な合法的傍受 プロセスはこれらの出来事の順序が含まれています:

1. 草原は通常判決か令状によってサポートする必要がある特定のユーザーのセッションを代行受
信し始めるように TSP を要求します。 ユーザーを特定する情報は提供されます（電話番号か名
前/アドレス等のような）。



2. テレコミュニケーション サービスプロバイダー（TSP）管理者はターゲットとされたサブスク
ライバのコントロール/データ イベントを代行受信し始めるように TSP アクセス 関数/配信機能
を設定します。 サブスクライバ セッションが既に進行中である場合、途中受信はすぐに発生しま
す。 さもなければ、アクセス 関数はサブスクライバ セッションが接続するまで待つ必要があり
ます。
3. アクセス 関数は配信機能に代行受信されたセッションのためのコントロール/データ イベント
のコピーを送ります。
4. 配信機能は 1つ以上の収集 機能に代行受信された情報を送信 します、草原の管理ドメインにあ
る。 収集 機能は代行受信された情報を分析し、保存します。
5. 途中受信を停止するその特定の加入者 セッションのための途中受信を停止するために草原要求
が TSP 管理者 アクセス 関数および配信機能を設定する時。

SSH セッション上の Command Line Interface （CLI）はターゲット識別の李プロビジョニングお
よび加入者アカウント削除のために DF によって、また李統計情報を監視するために使用されま
す。

これらのプロトコル/モードは StarOS で（IPv4 および IPv6） DF に李イベントおよびコンテンツ
を配信するためにサポートされます:

• UDP （非 Ack）モード: DF2 および DF3 のアドレスは UDP 認められていないモードにプロビ
ジョニングの時に提供されます。
• TCP モード: TCP モードに関しては、設定はピアアドレスだけを提供します。 すべての代行受
信されたイベント配信（IRI）は DF2 およびすべての代行受信されたデータ（CC）配信に DF3
に送信 されます 送信 されます。

トラブルシューティング

StarOS 設定はこの機能のための適切なライセンスがあるはずです。

[local]<hostname># show license information | grep -i lawful

Monday December 10 01:54:13 UTC 2018

Lawful Intercept [ ASR5K-XX-CSXZZLI ]

+ Enhanced Lawful Intercept [ ASR5K-XX-CS0ZZELI / ASR5K-00-CS00XZI ]

Persistent Lawful Intercept [ ASR5K-XX-CS1ZZPLI ]

Segregating Lawful Intercept Context based on Count [ ASR5K-XX-PWXZZICS ]

StarOS はまた「分離されたリチウム設定」があるはずです。

この機能によって、「リチウム管理者だけ」専用リチウム コンテキストの李インターフェイス 統
合 詳細を表示し、編集できます。

李管理者ユーザは設定のリチウム管理にマッピング する必要があります。

administrator liadmin encrypted password *** ftp li-administration

しかし StarOS が合法的傍受 設定 モジュールの下で「バッファ」オプションを定義することを割
り当てなかったことがそれにもかかわらず、分られました。

[local]<hostname># context li

[li]<hostname># config

[li]<hostname>(config-ctx)# lawful-intercept tcp event-delivery

dest-addr - Destination IP address where the intercepted information needs to be forwarded.



====> customer do see only this option

[li]<hostname>(config-ctx)# lawful-intercept tcp event-delivery buff

Unknown command - "buff", unrecognized keyword

理想的にはバッファ 設定のためのこのような CLI を完了する 1 つはキーワード「バッファ」のオ
プションを見るはずです。

configure

context

lawful-intercept tcp event-delivery buffer max-limit <1000 ... 50000>

end

解決策

StarOS あらゆるユーザ向けのリチウム Admin 権限を得るために、そのユーザは admin 特権のリ
チウム コンテキストの下で定義する必要があります。 それはリチウム Admin ユーザですこの「
バッファ」オプションを有効に することを外部サーバからのログインが（草原から）必要とする
。 ローカル コンテキストの下でノードにログインすることを試みる他のどの管理者ユーザもこの
「バッファ」オプションを定義することができません。

ステップは李モジュールの下で StarOS の「バッファ」オプションを得ることの要件を実現させ
るためにここにあります。

1. ローカル管理者ユーザとのノードへのログイン。
2. （そこに専用リチウム コンテキストが）なかったのでリチウム コンテキストを作成して下さ
い。
3. ローカル コンテキストのリチウム Admin 特権でリチウム ユーザを作成して下さい。
4. リチウム コンテキストのリチウム Admin 特権でリチウム ユーザを作成して下さい。
<<ローカル コンテキストから私達がローカル コンテキストからのリチウム コンテキスト >> 分
離されたものを有効に するのを助ける専用リチウムを追加するためにリチウム Admin を取除き
ました
5. ローカル コンテキストからリチウム Admin 特権とリチウム ユーザを取除いて下さい。
6. 分離されたものリチウム設定を有効に するために専用リチウム コンテキストを作成して下さ
い。
7. リチウム コンテキストの下で access-list を定義して下さい。
8. ノードからログアウトして下さい。
9. リチウム Admin として特権がある「リチウム」ユーザとの再度ノードへのログイン。
10. 必要となるバッファ オプションを、それそれを設定することを許可するべきです設定して下
さい。

設定

configure

context

lawful-intercept tcp event-delivery buffer max-limit <1000 ... 50000>

end

たとえば、リチウム Admin ユーザの使用のログイン、必要とするすべてのオプションを表示でき
た後:

<local-node><hostname>$ ssh li-admin@li@<local context IP of node>



Cisco Systems QvPC-SI Intelligent Mobile Gateway

li-admin@li@aa.bb.cc.dd's password:

Last login: Wed Jan 23 17:32:31 -0500 2019 on pts/2 from 10.xx.yy.zz.

Cisco Systems QvPC-SI

Lawful Intercept Interface

No entry for terminal type "xterm-256color";

using dumb terminal settings.

[li]<hostname># configure

Warning: One or more other administrators may be configuring this system

[li]<hostname>(config-ctx)# lawful-intercept tcp event-delivery

buffer - This is used to configure the LI buffering >>>>>>> We can see the buffer option now.

dest-addr - Destination IP address where the intercepted information needs to be forwarded.
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