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C H A P T E R 4

TCP/IP 正規化パラメータおよび IP 
再構成パラメータの設定

この章では、Cisco 4700 Series Application Control Engine（ACE）アプライア

ンスとデータセンターを攻撃から保護するために、TCP/IP の正規化パラメータ

と終了パラメータを設定する方法について説明します。IP フラグメンテーショ

ン パラメータと再構成パラメータについても説明します。この章の主な内容は、

次のとおりです。

• TCP の正規化の概要

• IP の正規化の概要

• TCP/IP の正規化と終了の設定のクイック スタート

• TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定

• TCP/IP の正規化と終了へのトラフィック ポリシーの設定

• インターフェイスの正規化パラメータの設定

• IP フラグメント再構成パラメータの設定

• TCP/IP の正規化と IP 再構成の設定例 

• TCP/IP および UDP 接続、IP 再構成、SYN Cookie の設定と統計情報の表示

• TCP/IP および UDP 接続および統計情報のクリア
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TCP の正規化の概要
TCP の正規化の概要
ここでは、ACE が TCP の正規化を使用して、ネットワーク ベースのさまざまな

攻撃から ACE とデータ センターを保護する方法について説明します。

TCP の正規化は、ACE が初期接続の設定から接続の終了までのさまざまなフ

ロー ステージで実行する一連のチェックで構成されたレイヤ 4 機能です。1 つま

たは複数の高度な TCP 接続設定を設定することで大半のセグメント チェックを

制御できます。ACE はこれらの TCP 接続設定を使用して、実行するチェック

と、チェックの結果に基づいて廃棄する TCP セグメントを決定します。ACE 
は、異常または不正と表示されたセグメントを廃棄します。

TCP の正規化では、ACE は無効な、または疑わしい状態（たとえば、サーバか

らクライアントへ送信された SYN、またはクライアントからサーバへ送信され

た SYNACK）のセグメントをチェックし、設定したパラメータ設定に基づいて

アクションを実行します。ACE は TCP の正規化を使用して、特定のタイプの

ネットワーク攻撃をブロックします（たとえば、挿入攻撃や回避攻撃）。挿入攻

撃は、エンド システムが拒否したパケットを検査モジュールが受け入れたとき

に発生します。回避攻撃は、エンド システムがパケットを受け入れたのに、検

査モジュールがパケットを拒否したときに発生します。

ACE は、次の状態が発生した場合は常にセグメントを廃棄します。

• 不良セグメント チェックサム

• 不良 TCP ヘッダーまたはペイロード長

• 疑わしい TCP フラグ（たとえば、NULL、SYN/FIN、または FIN/URG）

TCP の正規化はデフォルトでイネーブルに設定されています。ACE への移行、

または関連するレガシー製品との置き換えを行う場合は、すべてが正常に機能し

ていることを確認するまで、インターフェイス コンフィギュレーション モード

で no normalization コマンドを使用して正規化をディセーブルにしてください。

次にインターフェイス コンフィギュレーション モードで normalization コマン

ドを使用して正規化を再びイネーブルにします。

ACE 上で TCP の正規化を設定するには、さまざまな TCP コマンドをパラメー

タ マップに組み込みます。接続パラメータ マップを作成したあと、そのマップ

とマルチマッチ ポリシー マップを関連付け、サービス ポリシーを使用してコン

テキスト内のすべてのインターフェイス上でトラフィック ポリシーをグローバ

ルに起動します。トラフィック ポリシーの設定については、「TCP/IP の正規化

と終了へのトラフィック ポリシーの設定」を参照してください。
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IP の正規化の概要
IP の正規化の概要
TCP の正規化のほかに、ACE は IP の正規化と呼ばれるレイヤ 3 機能を使用し

て、さまざまな攻撃から ACE とデータ センターを保護します。

IP の正規化は、IP パケットで次の一連のチェックを実行します。

• 一般的なセキュリティ チェック

• ICMP セキュリティ チェック

• フラグメンテーション セキュリティ チェック

• IP フラグメントの再構成

• パケットが発信 大伝送ユニット（maximum transmission unit; MTU）を

越えた場合の IP フラグメンテーション

パケットがこれらのチェックのいずれかに不合格になると、ACE は設定する IP 
パラメータに応じてアクションを実行します（パケットの廃棄を含む）。

IP トラフィックに Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）を設定するに

は、接続パラメータ マップで set ip tos コマンドを使用します。

インターフェイス関連の IP の正規化パラメータを設定するには、「インターフェ

イスの正規化パラメータの設定」を参照してください。

TCP/IP の正規化と終了の設定のクイック スタート
表 4-1 に、TCP の正規化を設定するのに必要なステップの概要を示します。各

ステップには CLI、または作業を完了するのに必要な手順の参照が含まれます。

CLI コマンドに関連した各機能すべてのオプションの詳細については、次の

表 4-1 を参照してください。
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TCP/IP の正規化と終了の設定のクイック スタート
表 4-1 TCP/IP の正規化と終了の設定のクイック スタート

作業内容とコマンドの例

1. 複数のコンテキストで操作している場合、対象のコンテキストで操作して

いるかどうかを CLI プロンプトを確認します。必要に応じて、正しいコン

テキストに変更します。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

他に特に指定がなければ、この表の残りの例では C1 ユーザ コンテキスト

を使用します。コンテキストの作成方法の詳細については、『Cisco 4700 
Series Application Control Engine Appliance Virtualization Configuration 
Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/C1# config
host1/C1(config)#

3. 接続パラメータ マップを作成して、TCP/IP の正規化パラメータと終了パ

ラメータを一緒にグループ化します。

host1/C1(config)# parameter-map type connection TCPIP_PARAM_MAP
host1/C1(config-parammap-conn)#

4. 必要に応じて、接続パラメータ マップに TCP/IP の正規化パラメータを設

定します。たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set timeout inactivity 2400
host1/C1(config-parammap-conn)# set ip tos 20
host1/C1(config-parammap-conn)# exit
host1/C1(config)#

5. レイヤ 3 およびレイヤ 4 TCP クラス マップを作成し、必要に応じて一致基

準を設定します。

host1/C1(config)# class-map match-any TCP_CLASS
host1/C1(config-cmap)# match destination-address 172.27.16.7
host1/C1(config-cmap)# match port tcp eq 21
host1/C1(config-cmap)# exit

6. レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを作成し、クラス マップと関連付

けます。

host1/C1(config)# policy-map multi-match TCPIP_POLICY
host1/C1(config-pmap)# class TCP_CLASS
host1/C1(config-pmap-c)# exit
host1/C1(config-pmap)# exit
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TCP/IP の正規化と終了の設定のクイック スタート
7. 接続パラメータ マップを TCP/IP ポリシー マップのアクションとして関連

付けます。

host1/C1(config-pmap-c)# connection advanced-options 
TCPIP_PARAM_MAP
host1/C1(config-pmap-c)# exit
host1/C1(config-pmap)# exit

8. サービス ポリシーを使用してコンテキスト内のすべてのインターフェイス

上でポリシー マップをグローバルに適用します。

host1/C1(config)# interface vlan 50
host1/C1(config-if)# service-policy input TCPIP_POLICY
host1/C1(config-if)# exit

9. インターフェイス コンフィギュレーション モードで IP の正規化パラメー

タを追加し、設定します。

host1/C1(config-if)# ip ttl 15
host1/C1(config-if)# ip options clear
host1/C1(config-if)# ip df allow
host1/C1(config-if)# exit
host1/C1(config)# exit

10.（任意）設定の変更内容をフラッシュ メモリに保存します。

host1/C1# copy running-config startup-config

11. TCP/IP の正規化の設定情報を表示します。

host1/C1# show running-config policy-map
host1/C1# show running-config parameter-map
host1/C1# show running-config interface
host1/C1# show service-policy name

表 4-1 TCP/IP の正規化と終了の設定のクイック スタート （続き）

作業内容とコマンドの例
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TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定
TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップ
の設定

正規化と終了に適用する TCP/IP 接続関連のコマンドをグループ化するようパラ

メータ マップを設定できます。パラメータ マップを設定したあと、connection 
tcp advanced-options コマンドを使用して、ポリシー マップの特定のアクショ

ン ステートメントにマップを関連付けます。パラメータ マップとポリシー マッ

プの関連付けの詳細については、「接続パラメータ マップとポリシー マップとの

関連付け」を参照してください。このセクションの内容は、次のとおりです。

• TCP/IP、UDP、および ICMP の接続パラメータ マップの作成

• ポリシー マップのレート制限の設定

• 大送受信バッファ共有の設定

• 大セグメント サイズ範囲の設定

• 大セグメント サイズを越えるセグメントの ACE の動作の設定

• TCP SYN 再試行の 大回数の設定

• Nagle アルゴリズムのイネーブル化

• ランダムな TCP シーケンス番号のイネーブル化

• ACE による予約ビットの処理方法の設定

• 初期接続のタイムアウトの設定

• ハーフクローズ接続のタイムアウトの設定

• 接続無活動タイムアウトの設定

• ACE によるパケットへの TCP 適化の適用方法

• ウィンドウ スケール ファクタの設定

• TCP スロー スタート アルゴリズムのイネーブル化

• ACK 遅延タイマーの設定

• ACE による、データを含んだ TCP SYN セグメントの処理方法の設定

• ACE による TCP オプションの処理方法の設定

• 緊急ポインタ ポリシーの設定

• ToS の設定
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TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定
TCP/IP、UDP、および ICMP の接続パラメータ マップの作成

コンフィギュレーション モードで parameter-map type connectionコマンドを

使用すると、TCP/IP、UDP、および ICMP の接続パラメータ マップを作成でき

ます。このコマンドの構文は次のとおりです。

parameter-map type connection map_name

map_name 引数は、引用符とスペースを含まない 64 文字までの英数字で構成さ

れた一意の名前です。

たとえば、接続パラメータ マップを作成するには、次のように入力します。

host1/C1(config)# parameter-map type connection TCPIP_PARAM_MAP
host1/C1(config-parammap-conn)#

設定から接続パラメータ マップを削除するには、次のように入力します。

host1/C1(config)# no parameter-map type connection TCPIP_PARAM_MAP

接続パラメータ マップを定義するセクションで 1 つまたは複数のコマンドを使

用します。

ACE の 大接続数を制限するには、リソース クラスを作成してから次のコマン

ドを使用します。

• Through-the-ACE connections - limit-resource conc-connections

• To-the-ACE connections - limit-resource mgmt-connections

現在のコンテキストがリソース クラスに割り当てられているかどうかを確認し

ます。リソース クラスの詳細については、『Cisco 4700 Series Application 
Control Engine Appliance Virtualization Configuration Guide』を参照してくだ

さい。
4-7
Cisco 4700 シリーズ Application Control Engine Appliance セキュリティ コンフィギュレーション ガイド

OL-16202-01-J 



  

第 4 章      TCP/IP 正規化パラメータおよび IP 再構成パラメータの設定

TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定
ポリシー マップのレート制限の設定

ACE では、ポリシー マップの接続レートと帯域幅レートを制限することができ

ます。接続レートとは、ポリシーに準拠した 1 秒あたりの接続数のことです。帯

域幅レートとは、ポリシーに準拠した 1 秒あたりのバイト数のことです。ACE 
では、仮想サーバ レベルでポリシーと関連付ける各々のクラス マップにこれら

のレート制限を適用します。

接続レート制限、または帯域幅レート制限に達すると、ACE は、接続レート、

または帯域幅レートが設定された制限より下の値になるまで、そのポリシーに該

当する以降のトラフィックをすべてブロックします。ACE では、ポリシーの接

続レート、または帯域幅レートはデフォルトで制限されていません。

サーバ ファーム内の実サーバの接続レートと帯域幅レートも制限できます。詳

細については、『Cisco 4700 Series Application Control Engine Appliance Server 
Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。

ポリシーの接続レート、または帯域幅レートを制限するには、パラメータ マッ

プの接続コンフィギュレーション モードで rate-limit コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

rate-limit {connection number1 | bandwidth number2}

キーワードと引数は次のとおりです。

• connection number1 - ポリシーの接続レート制限を 1 秒あたりの接続数で指

定します。0 ～ 350000 の整数を入力します。デフォルト値はありません。

• bandwidth number2 - ポリシーの帯域幅レート制限を 1 秒あたりのバイト単

位で指定します。0 ～ 300000000 の整数を入力します。デフォルト値はあ

りません。

たとえば、ポリシーの接続レートを 1 秒あたり 100000 に制限するには、次のよ

うに入力します。

host1/Admin(config)# parameter-map type connection RATE-LIMIT
host1/Admin(config-parammap-conn)# rate-limit connection 100000

ACE を、ポリシー接続レート制限を指定しないデフォルト動作に戻すには、次

のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-conn)# no rate-limit connection 100000

たとえば、ポリシーの帯域幅レートを 1 秒あたり 5000000 バイトに制限するに

は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# parameter-map type connection RATE-LIMIT
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TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定
host1/Admin(config-parammap-conn)# rate-limit bandwidth 50000000

ACE を、ポリシー帯域幅レート制限を指定しないデフォルト動作に戻すには、

次のように入力します。

host1/Admin(config-parammap-conn)# no rate-limit bandwidth 50000000

最大送受信バッファ共有の設定

スループットとパフォーマンス全体の向上のため、ACE では、TCP 接続のバッ

ファ バイト数と既存のバッファ設定を照合してから、新しい受信データや送信

データを許可します。デフォルトの場合、各々の TCP 接続に対する受信バッ

ファ、または送信バッファの 大サイズは 32768 バイトです。広い帯域幅と遅

延ネットワーク接続の場合、デフォルトのバッファ サイズを増やして、ネット

ワークのパフォーマンスを向上させることができます。TCP 接続ごとの 大送

受信バッファ サイズを設定するには、パラメータ マップ接続コンフィギュレー

ション モードで set tcp buffer-share コマンドを使用します。このコマンドの構

文は次のとおりです。

set tcp buffer-share number

number 引数には、各 TCP 接続に対する受信バッファまたは送信バッファの 大

サイズをバイト単位で指定します。8192 ～ 262143 の整数でバイト数を入力し

ます。デフォルトは 32768 バイトです。

注意 ACE で SSL トラフィックを終了させる場合は、バッファ共有の値を 32 KB 
のデフォルト以下に下げないでください。バッファ共有値を 32 KB 以下にす

ると、SSL 接続のパフォーマンスが大幅に低下します。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set tcp buffer-share 16384

バッファ制限をデフォルト値の 32768 バイトに戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set tcp buffer-share
4-9
Cisco 4700 シリーズ Application Control Engine Appliance セキュリティ コンフィギュレーション ガイド

OL-16202-01-J 



  

第 4 章      TCP/IP 正規化パラメータおよび IP 再構成パラメータの設定

TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定
最大セグメント サイズ範囲の設定

Maximum Segment Size（MSS; 大セグメント サイズ）は、ACE が 1 つのセグ

メントで受信する 大の TCP データ量です。帯域幅を消費する多くの小さなセ

グメントの送信や、フラグメンテーションを必要とする大きなセグメントの送信

を防ぐため、MSS の受信可能な 小サイズと 大サイズを設定できます。MSS 
を設定するには、パラメータ マップ接続コンフィギュレーション モードで set 
tcp mss コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

set tcp mss min number1 max number2

キーワードと引数は次のとおりです。

• min number1 - ACE が受信する 小セグメント サイズを指定します。整数

で 0 ～ 65535 バイトを入力します。デフォルトは 536 バイトです。min 
number 値は、max number 値以下でなければいけません。0 に設定すると、

ACE は着信セグメント上で 小 MSS チェックを実行しません。

• max number2 - ACE が受信する 大セグメント サイズを指定します。整数

で 0 ～ 65535 バイトを入力します。デフォルトは 1380 バイトです。max 
number 値は、min number 値以上でなければいけません。0 に設定すると、

ACE は着信セグメント上で 大 MSS チェックを実行しません。

注意 レイヤ 7 ポリシー マップを設定し、ACE サーバ側 VLAN の 大伝送ユニッ

ト（MTU）をクライアント側の 大セグメント サイズ（MSS）以下に設定

する場合は、set tcp mss max コマンドで ACE に設定する MSS の 大値が

必ず、ACE サーバ側 VLAN の MTU より 40 バイト（TCP ヘッダーとオプ

ションを合わせたサイズ）は下回るようにしてください。このように設定し

ない場合、サーバから送られる着信パケットが破棄されることがあります。
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ホストとサーバ両方が 初に接続を確立するときに MSS を設定できます。いず

れかの 大値が set tcp mss max コマンドで設定された値を超えた場合、ACE は
大値を無効にして、設定した値を挿入します。いずれかの 大値が set tcp 

mss min コマンドで設定された値より小さい場合、ACE は 大値を無効にして、

設定された 小値を挿入します（ 小値は実際に許可された 小の 大値です）。

たとえば、 大サイズに 1200 バイト、 小サイズに 400 バイトを設定した場合

に、ホストが 大サイズとして 1300 バイトを要求すると、ACE は 1200 バイト

（ 大値）を要求するようパケットを変更します。別のホストが 大値として 
300 バイトを要求した場合、ACEは 400 バイト（ 小値）を要求するようパ

ケットを変更します。

デフォルトの 1380 バイトは、合計パケット サイズがイーサネットのデフォルト 
MTU である 1500 バイトを超過しないように、ヘッダー情報分のサイズを確保

したサイズです。次の計算を参照してください。

1380 データ + 20 TCP + 20 IP + 24 AH + 24 ESP_CIPHER + 12 ESP_AUTH + 
20 IP = 1500 バイト

ホストまたはサーバが MSS を要求しない場合、ACE は RFC 793 のデフォルト

値である 536 バイトが有効であると想定します。

1380 を超える MSS を設定すると、MTU サイズ（イーサネットのデフォルトで

は 1500）に応じてパケットが分割されることがあります。分割数が多いと、

ACE のパフォーマンスに影響を与えます。 小サイズを設定すると、TCP サー

バが多数の小さな TCP データ パケットをクライアントに送信するのを防ぎ、

サーバとネットワークのパフォーマンスに影響を与えることがなくなります。

たとえば、受け入れ可能な 小 MSS サイズを 768 バイトに、受け入れ可能な

大 MSS サイズを 1500 バイトに設定するには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set tcp mss min 768 max 1500

小 MSS をデフォルト値である 536 バイトに、 大 MSS をデフォルト値であ

る 1380 に戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set tcp mss min 768 max 1500
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最大セグメント サイズを越えるセグメントの ACE の動作の
設定

接続パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで exceed-mss コマンド

を使用すると、設定された MSS を越えるセグメントに ACE 動作を設定できま

す。このコマンドの構文は次のとおりです。

exceed-mss {allow | drop}

キーワードは次のとおりです。

• allow - 設定された MSS を越えるセグメントを許可します。

• drop - （デフォルト）設定された MSS を越えるセグメントをドロップします。

たとえば、MSS を越えるセグメントを許可するよう ACE を設定するには、次の

ように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# exceed-mss allow

ピアにより、MSS を越えるセグメントを廃棄するデフォルトに ACE 動作を戻す

には、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no exceed-mss allow

TCP SYN 再試行の最大回数の設定

接続パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで set tcp syn-retry コマ

ンドを使用することで、レイヤ 7 接続の開始時にACE が TCP セグメントの送信

を試行する 大回数を設定できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

set tcp syn-retry number

number 引数は SYN の再試行回数です。1 ～ 6 の整数を入力します。デフォルト

は 4 です。

たとえば、TCP SYN の 大再試行回数を 3 に設定するには、次のように入力し

ます。

host1/C1(config-parammap-conn)# set tcp syn-retry 3

TCP SYN の再試行回数をデフォルト値の 4 に戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set tcp syn-retry
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Nagle アルゴリズムのイネーブル化

Nagle アルゴリズムにより、未解決のデータすべてを確認応答するか、または送

信するデータのセグメントが満杯になるまで、送信者は送信するデータをバッ

ファリングします。アルゴリズムでは、TCP 接続上で送信された多くの小さな

バッファ メッセージを自動的に連結します。このプロセスでは、ネットワーク

上で送信する必要があるセグメントの数を減らし、スループットを向上させま

す。ただし、Nagle アルゴリズムと TCP 遅延 acknowledgment（ACK; 確認応

答）の間の相互作用により、TCP 接続の遅延時間が長くなることがあります。

TCP 接続に許容範囲を超える遅延が発生する場合は、Nagle アルゴリズムを

ディセーブルにしてください。

パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで nagle コマンドを使用する

と、Nagle アルゴリズムをイネーブルにできます。デフォルトでは、このコマン

ドはディセーブルです。このコマンドの構文は次のとおりです。

nagle

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# nagle

Nagle アルゴリズムをディセーブルにするには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no nagle

ランダムな TCP シーケンス番号のイネーブル化

TCP シーケンス番号をランダム化すると、ハッカーが TCP 接続の次のシーケン

ス番号を推測または予測することが困難になるので、TCP 接続にセキュリティ

方法を提供できます。この機能はデフォルトではイネーブルです。TCP シーケ

ンス番号のランダム化をディセーブルにしたあとでイネーブルにするには、パラ

メータ マップ接続コンフィギュレーション モードで random-sequence-number 
コマンドを使用します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

random-sequence-number

たとえば、この機能をディセーブルにした場合にランダムなシーケンス番号の使

用をイネーブルにするには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# random-sequence-number
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シーケンス番号のランダム化をディセーブルにするには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no random-sequence-number

ACE による予約ビットの処理方法の設定

パラメータ マップ接続コンフィギュレーション モードで reserved-bits コマンド

を使用すると、ACE が TCP ヘッダーに設定された予約ビットでセグメントを処

理する方法を設定できます。TCP ヘッダーの 6 つの予約ビットは将来用で、常

に 0 の値に設定されます。このコマンドの構文は次のとおりです。

reserved-bits {allow | clear | drop}

キーワードは次のとおりです。

• allow - （デフォルト）TCP ヘッダーに設定された予約ビットのあるセグメ

ントを許可します。

• clear - TCP ヘッダーの予約ビットをクリアし、すべてのセグメントを許可

します。

• drop - TCP ヘッダーに設定された予約ビットのあるセグメントを廃棄します。

たとえば、TCP ヘッダーに設定された予約ビットをクリアするよう ACE を設定

するには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# reserved-bits clear

ACE の動作を、セグメントのTCP ヘッダーに設定された予約ビットを許可する

デフォルトに戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no reserved-bits clear

初期接続のタイムアウトの設定

何らかの理由により、接続で TCP 3 ウェイ ハンドシェイクが完了していないこ

とがあります。このタイプの接続は初期接続と呼ばれます。初期接続のタイムア

ウトを設定するには、パラメータ マップの接続コンフィギュレーション モード

で set tcp timeout embryonic コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

set tcp timeout embryonic seconds
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seconds 引数は、0 ～ 4294967295 の整数からなる秒数です。デフォルトは 5 秒
です。0 に設定すると、ACE は初期接続をタイムアウトしません。

（注） このコマンドは、レイヤ 7 フローではなく、レイヤ 4 フローにのみ影響を与えます。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set tcp timeout embryonic 24

TCP 初期接続のタイムアウトをデフォルト値の 5 秒に戻すには、次のように入

力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set tcp timeout embryonic

ハーフクローズ接続のタイムアウトの設定

ハーフクローズ接続は、クライアント（またはサーバ）が FIN を送信し、サー

バ（またはクライアント）が FIN を送信することなく FIN の確認応答を行う接

続です。この状態が発生すると、タイマーが開始します。ハーフクローズ接続の

タイムアウトを設定するには、パラメータ マップの接続コンフィギュレーショ

ン モードで set tcp timeout half-closed コマンドを使用します。このコマンドの

構文は次のとおりです。

set tcp timeout half-closed seconds

seconds 引数は、0 ～ 4294967295 の整数からなる秒数です。デフォルトは 3600 
秒（1 時間）です。0 に設定すると、ACE はハーフクローズ TCP 接続をタイム

アウトしません。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set tcp timeout half-closed 2400

TCP ハーフクローズ接続のタイムアウトをデフォルト値の 3600 秒に戻すには、

次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set tcp timeout half-closed
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接続無活動タイムアウトの設定

ACE は接続無活動タイマーを使用して、指定されたタイムアウト時間の間アイ

ドル状態にあった TCP/IP、UDP、および ICMP 接続を切断します。接続無活動

タイマーを設定するには、パラメータ マップ接続コンフィギュレーション モー

ドで set timeout inactivity コマンドを使用します。このコマンドの構文は次の

とおりです。

set timeout inactivity seconds

seconds 引数は、接続がアイドル状態になり、ACE が接続を切断するまでの時間

です。0 ～ 1638050 の整数で秒数を入力します。デフォルト値は次のとおりです。

• ICMP - 2 秒

• TCP - 3600 秒（1 時間）

• UDP - 120 秒（2 分）

0 に設定すると、ACE は TCP 接続をタイムアウトしません。ACE は入力した値

を 30 秒間隔に も近い値に丸めます。

たとえば、接続無活動タイムアウトを 2400 秒（40 分）に設定するには、次の

ように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set timeout inactivity 2400

接続無活動タイムアウトをデフォルト値に戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set timeout inactivity

ACE によるパケットへの TCP 最適化の適用方法

ラウンドトリップ時間（RTT）値を使用してレイヤ 7 ポリシー マップに関連付

けられた接続上のパケットへの、ACEによる TCP 適化の適用を制御するに

は、パラメータ マップの接続コンフィギュレーション モードで set tcp 
wan-optimization rtt コマンドを使用します。

TCP の 適化には、次の接続パラメータ マップ コンフィギュレーション モード

の操作が含まれます。

• Nagle 適化アルゴリズム（「Nagle アルゴリズムのイネーブル化」を参照）

• スロー スタート接続の動作（「TCP スロー スタート アルゴリズムのイネー

ブル化」を参照）

• 確認応答（ACK）遅延タイマー（「ACK 遅延タイマーの設定」を参照）
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• ウィンドウ スケール ファクタ（「ウィンドウ スケール ファクタの設定」を

参照）

• 再試行の設定（「TCP SYN 再試行の 大回数の設定」を参照）

このコマンドの構文は次のとおりです。

set tcp wan-optimization rtt number

numberは、ラウンドトリップ時間（RTT）をミリ秒単位で指定する引数で、次

のように、ACE による TCP 適化の適用を制御します。

• 値 0 の場合、ACE は、接続の期間中、各パケットに TCP 適化を適用します。

• 65535（デフォルト値）の場合、ACE は、接続の期間中、通常の動作（

適化なし）を実行します。

• 1 ～ 65534 の値の場合、ACE は次のように、ACE 自身へのクライアントの 
RTT に基づいてパケットに TCP 適化を適用します。

– 実際のクライアント RTT が設定済み RTT を下回る場合、ACE は、接

続の期間中、通常の動作を実行します。

– 実際のクライアント RTT が設定済み RTT の値と同じか、それ以上の場

合、ACE は、接続の期間中、パケットに TCP 適化を適用します。

たとえば ACE で、接続の期間中、パケットに TCP 適化を適用させるには、次

のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set tcp wan-optimization rtt 0

ACE を、TCP 接続の 適化を行わないデフォルト動作に戻すには、次のように

入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set tcp wan-optimization rtt 0

ウィンドウ スケール ファクタの設定

TCP ウィンドウ スケールの機能により、RFC 1323 にウィンドウ スケーリング 
オプションのサポートが追加されます。広い帯域幅や長い遅延時間特性を持った

ネットワーク パスにおいて TCP パフォーマンスを向上させるため、ウィンドウ 
サイズを大きくすることを推奨します。このネットワーク タイプは、Long Fat 
Network（LFN; 広帯域高遅延ネットワーク）と呼ばれます。
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ウィンドウ スケーリング拡張により、TCP ウィンドウの定義を 32 ビットに拡大

し、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

ルドのこの 32 ビットの値を伝送します。ウィンドウ サイズを 大スケール ファ

クタである 14 に増やす必要があります。標準的なアプリケーションでは、LFN 
に展開されている場合、スケール ファクタ 3 を使用します。

レイヤ 7 接続の場合（ACE で接続を終了）、ACE はクライアントからサーバに

もとのウィンドウ スケール ファクタを転送します。ACE は、SYN-ACK で設定

したウィンドウ スケール ファクタをクライアントに送ります。ACE ウィンドウ 
スケール ファクタは、サーバのウィンドウ スケール ファクタに一致している

か、tcp-options コマンドを必ず、ウィンドウ スケール オプションをクリアする

ように設定する必要があります。このように設定しないと、予期しない結果が生

じることがあります。tcp-optionsコマンドの詳細については、「ACE による 
TCP オプションの処理方法の設定」を参照してください。

Secure Sockets Layer（SSL）接続の場合、あるいは WAN の 適化 RTT を 0 に
設定（「ACE によるパケットへの TCP 適化の適用方法」を参照）する構成の

場合は、ACE とサーバの間のウィンドウ スケールが一致していなくてもかまい

ません。これ以外の接続の場合はいずれも、ACE のウィンドウ スケール ファク

タとサーバのウィンドウ スケール ファクタが一致している必要があります。

TCP ウィンドウ スケール ファクタを設定するには、パラメータ マップ接続コン

フィギュレーション モードで set tcp window-scale コマンドを使用します。こ

のコマンドの構文は次のとおりです。

set tcp window-scale number

number引数には、0 ～ 14 の整数を指定します。デフォルトは 0 です。

たとえば、TCP ウィンドウ スケール ファクタを 3 に設定するには、次のように

入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set tcp window-scale factor 3

デフォルト値 0 にリセットするには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set tcp window-scale

TCP スロー スタート アルゴリズムのイネーブル化

スロー スタート アルゴリズムは、ACK ハンドシェイクが到達すると TCP が
ウィンドウ サイズを大きくする輻輳回避方法です。このアルゴリズムでは、新

しいセグメントをネットワークに取り込むレートが、接続の反対側のホストが 
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ACK を戻すレートであることを確認して機能します。この機能はデフォルトで

ディセーブルになっています。TCP スロー スタート アルゴリズムの詳細につい

ては、RFC 3390 を参照してください。

スロー スタート アルゴリズムをイネーブルにするには、パラメータ マップ コン

フィギュレーション モードで slowstart コマンドを使用します。このコマンドの

構文は次のとおりです。

slowstart

たとえば、スロー スタート機能をイネーブルにするには、次のように入力しま

す。

host1/C1(config-parammap-conn)# slowstart

スロー スタート アルゴリズムをディセーブルにするには、次のように入力しま

す。

host1/C1(config-parammap-conn)# no slowstart

ACK 遅延タイマーの設定

ACE がクライアントからサーバへの ACK の送信を遅延するよう設定できます。

一部のアプリケーションでは、 高のパフォーマンスを実現するため ACK を遅

延させる必要があります。ACK を遅延すると、セグメントごとに個別に確認応

答するのではなく、複数のセグメントに 1 つの ACK を送信することで輻輳を減

少することもできます。遅延 ACK を設定するには、パラメータ マップ接続コン

フィギュレーション モードで set tcp ack-delay コマンドを使用します。このコ

マンドの構文は次のとおりです。

set ack-delay number

number引数には、0 ～ 400 の整数（ミリ秒）を指定します。デフォルトは 200 
ミリ秒です。

たとえば、クライアントからサーバへの ACK の送信を 400 ms に遅延させるに

は、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# set ack-delay 400

ACK 遅延タイマーをデフォルト値の 200 ms に戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no set ack-delay
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ACE による、データを含んだ TCP SYN セグメントの処理方
法の設定

ACE はデータを含んだ TCP SYN セグメントを受信することがあります。セグ

メントを廃棄するか、データ処理のためセグメントにフラグ付けするよう ACE 
を設定できます。データを含んだ SYN セグメント用にACE の動作を設定する

には、パラメータ マップ接続コンフィギュレーション モードで syn-data コマン

ドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

syn-data {allow | drop}

キーワードは次のとおりです。

• allow - （デフォルト）データを含んだ SYN セグメントを許可し、データ処

理のためセグメントをマーク付けします。

• drop - データを含んだ SYN セグメントを廃棄します。

たとえば、データを含んだ SYN セグメントを廃棄するには、次のように入力し

ます。

host1/C1(config-parammap-conn)# syn-data drop

ACE の動作を、データを含んだ SYN セグメントを許可するデフォルトに戻すに

は、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no syn-data drop

ACE による TCP オプションの処理方法の設定

ACE により、SYN セグメントで指定され、明示的にサポートされた次の TCP 
オプションを許可またはクリアできます。

• 選択的な確認応答（SACK）

• タイム スタンプ

• ウィンドウ スケール

ACE によって明示的にサポートされていない TCP オプションの TCP オプショ

ン番号の範囲を指定することもできます。TCP オプションを設定するには、パ

ラメータ マップ接続コンフィギュレーション モードで tcp-options コマンドを

使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

tcp-options {range number1 number2 {allow | drop}} | {selective-ack | 
timestamp | window-scale} {allow | clear | drop}
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このコマンドのアクションの優先順位は次のとおりです。

1. ドロップ

2. クリア

3. 許可

キーワード、オプション、および変数は次のとおりです。

• range - オプション番号を使用して、ACE によって明示的にサポートされて

いない TCP オプションを指定します。このコマンドを使用すると、オプ

ション範囲で指定された TCP オプションに関連するセグメントを許可また

は廃棄できます。

– number1 - TCP オプション範囲の下限。6 または 7、あるいは 9 ～ 255 
の整数を入力します。表 4-2 を参照してください。

– number2 - TCP オプション範囲の上限。6 または 7、あるいは 9 ～ 255 
の整数を入力します。表 4-2 を参照してください。

• allow - 指定されたオプション セットのあるセグメントをすべて許可します。

• drop - 範囲または window-scale オプションでのみ使用されます。ACE は指

定されたオプション セットのあるセグメントをすべて廃棄します。

• selective-ack - ACE が受信したすべてのセグメントに関する情報を送信元

に通知できます。送信元は、累積した ACK を待ったり、不必要にセグメン

トを再送信するのではなく、失われたセグメントのみを再送信する必要があ

ります。SACK は、再送信したセグメントの数を減らし、一部の状況でス

ループットを向上させます。

• timestamp - ネットワーク上の 2 つのノードの間の TCP セグメントの 
round-trip time（RTT; ラウンドトリップ時間）を測定します。タイム スタ

ンプは必ず送信され、両方向でエコーされます。

• window-scale - ACE は、基本的に TCP の送受信バッファ サイズを増やす

ウィンドウ スケール ファクタを使用できます。送信元は、接続中に送受信

ウィンドウ サイズを決定するウィンドウ スケール ファクタをSYN セグメ

ントに指定します。

• clear - 明示的にサポートされたオプションのデフォルト。指定されたオプ

ションを、そのオプションが設定されているセグメントからクリアし、セグ

メントを許可します。

表 4-2 に、tcp-options range コマンドに使用できる TCP オプションを示します。
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表 4-2 tcp options range コマンドの TCP オプション

種類 長さ 説明 参照

6 6 Echo（エコー）（オプション 
8 によって廃止）

[RFC1072]

7 6 Echo reply（エコー応答）

（オプション 8 によって廃止）

[RFC1072]

9 2 Partial order connection 
permitted（半順序接続許可）

[RFC1693]

 10 3 Partial order service profile
（半順序サービス プロファイ

ル）

[RFC1693]

 11 CC [RFC1644]

 12 CC.NEW [RFC1644]

 13 CC.ECHO [RFC1644]

 14 3 TCP alternate checksum 
request（TCP 代替チェック

サム要求）

[RFC1146]

 15 N TCP alternate checksum data
（TCP 代替チェックサム 
データ）

[RFC1146]

 16 Skeeter [Knowles]

 17 Bubba [Knowles]

 18 3 Trailer checksum option
（トレーラ チェックサム オ
プション）

[Subbu & 
Monroe]

 19 18 MD5 signature option
（MD5 シグネチャ オプショ

ン）

[RFC2385]

 20 SCPS capabilities
（SCPS 機能）

[Scott]

 21 Selective negative 
acknowledgements

（SNACK）

[Scott]
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表 4-3 に、このコマンドによって明示的にサポートされた TCP オプションを示

します。

このコマンドを複数回指定すると異なるオプションとアクションを設定できま

す。同じオプションに異なるアクションを指定する場合、ACE は上記の優先順

位を使用して、使用するアクションを決定します。

 22 Record boundaries
（レコード境界）

[Scott]

 23 Corruption experienced
（破損の発生）

[Scott]

 24 SNAP [Sukonnik]

 25 Unassigned（未割り当て）

（2000年 12月 18日リリー

ス）

 26 TCP compression filter
（TCP 圧縮フィルタ）

[Bellovin]

表 4-2 tcp options range コマンドの TCP オプション （続き）

種類 長さ 説明 参照

表 4-3 ACE  によって明示的にサポートされた TCP オプション

種類 長さ 説明 参照

0 - End of option list（オプショ

ン リストの終了）

[RFC793]

1 - No operation（動作なし） [RFC793]

3 3 WSOPT - ウィンドウ ス
ケール

[RFC1323]

4 2 Selective acknowledgement
（SACK）permitted（SACK 
許可）

[RFC2018]

5 N SACK [RFC2018]

8 10 Time stamp option
（TSOPT）

[RFC1323]
4-23
Cisco 4700 シリーズ Application Control Engine Appliance セキュリティ コンフィギュレーション ガイド

OL-16202-01-J 



  

第 4 章      TCP/IP 正規化パラメータおよび IP 再構成パラメータの設定

TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定
たとえば、SACK オプション セットが設定されたセグメントを許可するには、

次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# tcp-options selective-ack allow

ACE の動作を、SACK オプションをクリアし、セグメントを許可するデフォル

トに戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no tcp-options selective-ack

アクションごとにオプション範囲を指定できます。オーバーラップするオプショ

ン範囲に異なるアクションを指定する場合、ACE は上記の優先順位を使用して、

指定されたオプション用に実行するアクションを決定します。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# tcp-options range 6 7 allow
host1/C1(config-parammap-conn)# tcp-options range 19 26 drop

設定から TCP オプションを削除するには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no tcp-options range 6 7 allow
host1/C1(config-parammap-conn)# no tcp-options range 19 26 drop

緊急ポインタ ポリシーの設定

URG 制御ビット（フラグ）が TCP ヘッダーに設定されている場合、緊急ポイン

タが有効であることを示します。緊急ポインタには、ペイロードの緊急データに

続くセグメントの場所を示すオフセットが含まれます。緊急データは、通常の

データを処理する前にできる限り早く処理する必要があるデータです。ACE で
は、緊急フラグを許可する、またはクリアできます。緊急フラグをクリアする場

合、緊急ポインタを無効にします。

ACEは、レイヤ 4 上のトラフィックの緊急フラグをクリアします。TCP サーバ

接続を再使用する場合（『Cisco 4700 Series Application Control Engine 
Appliance Server Load-Balancing Configuration Guide』の Chapter 2

「Configuring Traffic Policies for Server Load Balancing」を参照）、ACE は緊急

フラグの値をサーバに送信しません。

緊急ポインタ ポリシーを設定するには、パラメータ マップ接続コンフィギュ

レーション モードで urgent-flag コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

urgent-flag {allow | clear}

キーワードは次のとおりです。
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• allow - （デフォルト）緊急フラグのステータスを許可します。緊急フラグ

が設定されている場合、緊急データの場所を示す緊急ポインタのオフセット

は有効です。緊急フラグが設定されていない場合、緊急ポインタのオフセッ

トは無効です。

• clear - 緊急フラグを 0 に設定します。この値は緊急ポインタのオフセットを

無効にし、セグメントを許可します。

たとえば、緊急フラグをクリアし、セグメントを許可するには、次のように入力

します。

host1/C1(config-parammap-conn)# urgent-flag clear

ACE の動作を、緊急フラグを許可するデフォルトに戻すには、次のように入力

します。

host1/C1(config-parammap-conn)# no urgent-flag

ToS の設定

IP パケットの ToS は、ネットワークがパケットを処理し、優先順位、スルー

プット、遅延、信頼性、およびコストのバランスを取る方法を決定します。この

情報は IP ヘッダー内部にあります。特定のトラフィック クラスのパケットに 
ToS を設定するには、接続パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで 
set ip tos コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

set ip tos number

number 引数を使用して、パケットの ToS バイト値を指定された値に置き換えま

す。0 ～ 255 の整数を入力します。ToS バイトの詳細については、RFC 791、
1122、1349、および 3168 を参照してください。

たとえば、パケットの ToS バイト値を 20 に設定するには、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap)# set ip tos 20

ACE の動作を、着信パケットの Type バイト値を書き換えないデフォルトに戻す

には、次のように入力します。

host1/C1(config-parammap)# no set ip tos 20
4-25
Cisco 4700 シリーズ Application Control Engine Appliance セキュリティ コンフィギュレーション ガイド

OL-16202-01-J 



  

第 4 章      TCP/IP 正規化パラメータおよび IP 再構成パラメータの設定

TCP/IP の正規化と終了へのトラフィック ポリシーの設定
TCP/IP の正規化と終了へのトラフィック ポリ
シーの設定

ここでは、TCP/IP 正規化、および終了についてトラフィック ポリシーを設定す

る方法について説明します。内容は次のとおりです。

• レイヤ 4 クラス マップの設定

• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定

• 接続パラメータ マップとポリシー マップとの関連付け

• レイヤ 3 およびレイヤ 4 のポリシー マップとサービス ポリシーの関連付け

レイヤ 4 クラス マップの設定

レイヤ 4 クラス マップを使用して、TCP/IP の正規化と終了のネットワーク トラ

フィックを分類できます。トラフィック クラスと一致するには、ネットワーク 
トラフィックはクラス マップで指定した一致基準を満たす必要があります。

TCP/IP の正規化と終了のクラス マップを設定するには、コンフィギュレーショ

ン モードで class-map コマンドを使用します。クラス マップの設定については、

『Cisco 4700 Series Application Control Engine Appliance Administration Guide』
を参照してください。

このコマンドの構文は次のとおりです。

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

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• match-all | match-any -（任意）1 つのクラス マップに複数の一致基準が存

在する場合、ACE がレイヤ 4 ネットワーク トラフィックを評価する方法を

決定します。match コマンドが次の条件のいずれかを満たす場合、クラス 
マップは一致と見なされます。

– match-all -（デフォルト）トラフィック クラスと一致するには、ネッ

トワーク トラフィックはクラス マップに記載されたすべての一致基準

を満たす必要があります。一般的には異なるタイプで使用される match 
コマンドです。

– match-any -トラフィック クラスと一致するには、ネットワーク トラ

フィックはクラス マップに記載された一致基準を 1 つのみ満たす必要が

あります。一般的には同じタイプで使用される match コマンドです。
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• name - クラス マップの ID。「"」記号で囲まずに、 大 64 文字までの英数

字でスペースを入れずにテキスト文字列を入力します。クラス名はクラス 
マップと、ポリシー マップのクラスにポリシーを設定するために使用され

ます。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config)# class-map match-any TCP_CLASS
host1/C1(config-cmap)#

設定からクラス マップを削除するには、次のように入力します。

host1/C1(config)# no class-map match-any TCP_CLASS

このセクションの内容は、次のとおりです。

• クラス マップの説明の定義

• IP アドレス一致基準の指定

• TCP/UDP ポート番号またはポート範囲の一致基準の定義

クラス マップの説明の定義

クラス マップ コンフィギュレーション モードで description コマンドを使用す

ると、レイヤ 4 クラス マップを簡単に説明できます。このコマンドの構文は次

のとおりです。

description text

text 引数には、引用符を含まない 256 文字までの英数字のテキスト文字列を入力

します。 

次の例では、クラス マップがサーバへのネットワーク トラフィックをフィルタ

リングする説明を示します。

host1/C1(config)# class-map TCP_CLASS
host1/C1(config-cmap)# description filter tcp connections

クラス マップから説明を削除するには、次のように入力します。

host1/C1(config-cmap)# no description filter tcp connections

必要に応じて、クラス マップ コンフィギュレーション モードで match コマンド

を使用して一致基準を入力するセクションに続きます。
4-27
Cisco 4700 シリーズ Application Control Engine Appliance セキュリティ コンフィギュレーション ガイド

OL-16202-01-J 



  

第 4 章      TCP/IP 正規化パラメータおよび IP 再構成パラメータの設定

TCP/IP の正規化と終了へのトラフィック ポリシーの設定
IP アドレス一致基準の指定

クラス マップ コンフィギュレーション モードで match コマンドを使用すること

で、送信元アドレス、宛先アドレス、または VIP アドレスをレイヤ 3 ネット

ワーク トラフィック一致基準として指定できます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

[line_number] match {source-address | destination-address | 
virtual-address} ip_address netmask

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• line_number - （任意）個別の match コマンドを編集または削除するのに役

立つ引数。たとえば、行全体を入力する代わりに、no line_number を入力

して長い match コマンドを削除できます。

• source-address - 送信元 IP アドレスを一致基準として指定します。

• destination-address - 宛先 IP アドレスを一致基準として指定します。

• virtual-address - 仮想 IP（VIP）アドレスを一致基準として指定します。

• ip_address - 送信元、宛先、または VIP の IP アドレス。ドット付き 10 進表

記で IP アドレスを入力します（たとえば、192.168.12.15）。0.0.0.0 を IP ア
ドレスと一致するワイルドカードとして指定することもできます。

• netmask - （任意）IP アドレスのサブネット マスク。ドット付き 10 進表記

でマスクを入力します（たとえば、255.255.255.0）。デフォルトのサブネッ

ト マスクは 255.255.255.255 です。0.0.0.0 をネットマスクと一致するワイ

ルドカードとして指定することもできます。

複数の match address コマンドを 1 つのクラス マップに指定できます。また、

同じクラス マップ内の別の match コマンドを組み合わせることもできます。

次の例では、ネットワーク トラフィックは宛先 IP アドレス 172.27.16.7 と一致

する必要があることを示します。

host1/C1(config)# class-map match-any IP_CLASS
host1/C1(config-cmap)# match destination-address 172.27.16.7

クラス マップから宛先 IP アドレス一致基準を削除するには、次のように入力し

ます。

host1/C1(config-cmap)# no match destination-address 172.27.16.7
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TCP/UDP ポート番号またはポート範囲の一致基準の定義

クラス マップ コンフィギュレーション モードで match port コマンドを使用す

ると、TCP/UDP ポート番号またはポート範囲をレイヤ 4 ネットワーク トラ

フィック一致基準として指定できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

[line_number] match port {tcp | udp {eq port1 | range port2 port3}}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• line_number - （任意）個別の match コマンドを編集または削除するのに役

立つ引数。たとえば、行全体を入力する代わりに、no line_number を入力

して長い match コマンドを削除できます。

• tcp - TCP を指定します。

• udp - UDP を指定します。

• eq port1 - 指定された値と一致する必要があるネットワーク トラフィックの 
TCP または UDP のポート番号を指定します。0 ～ 65535 の整数を入力しま

す。0 に設定すると、ACE はいずれのポートとも一致します。代わりに、

TCP または UDP のポート番号に相当するプロトコル キーワードを入力でき

ます。サポートされている well-known TCP ポートの名前と番号のリストに

ついては、表 4-4を参照してください。サポートされている well-known 
UDP ポートの名前と番号のリストについては、表 4-5を参照してください。

表 4-4 Well-known TCP ポート番号およびキーワード

キーワード ポート番号 説明

domain 53 Domain Name System（DNS; ドメイン 
ネーム システム）

ftp 21 File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送

プロトコル）

ftp-data 20 ファイル転送プロトコル データ

h323 1720 H.323 発呼信号プロトコル

http 80 Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイ

パーテキスト転送プロトコル）

https 443 HTTP over TLS/SSL

irc 194 Internet Relay Chat（IRC; インターネット 
リレー チャット）
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• range port2 port3 - TCP または UDP ポートに使用するポート範囲を指定し

ます。0 ～ 65535 の整数を入力します。0 に設定すると、ACE はいずれの

ポートとも一致します。

matip-a 350 Mapping of Airline Traffic over Internet 
Protocol（MATIP）タイプ A

nntp 119 ネットワーク ニュース トランスポート プ
ロトコル

pop2 109 POP v2

pop3 110 POP v3

rtsp 554 Real Time Streaming Protocol

sip 5060 Session Initiation Protocol

skinny 2000 Skinny Client Control Protocol（SCCP）

smtp 25 Simple Mail Transfer Protocol（SMTP; シ
ンプル メール転送プロトコル）

telnet 23 Telnet

www 80 WWW

表 4-5 Well-known UDP ポート番号およびキーワード

キーワード ポート番号 説明

domain 53 Domain Name System（DNS; ドメイン 
ネーム システム）

ras 1719 H.323 RAS プロトコル

sip 5060 Session Initiation Protocol（SIP）

wsp 9200 Connectionless Wireless Session Protocol
（WSP）

wsp-wtls 9202 セキュアなコネクションレス型 WSP

wsp-wtp 9201 接続ベースの WSP

wsp-wtp-wtls 9203 セキュアな接続ベースの WSP

表 4-4 Well-known TCP ポート番号およびキーワード （続き）

キーワード ポート番号 説明
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複数の match port コマンドを 1 つのクラス マップに指定できます。また、別の 
match コマンドを同じクラス マップ内の match port コマンドと組み合わせるこ

ともできます。

次の例では、ネットワーク トラフィックが TCP ポート番号 23（Telnet クライア

ント）で一致する必要があることを示します。

host1/C1(config)# class-map TCP_CLASS
host1/C1(config-cmap)# match port tcp eq 23

クラス マップから TCP ポート番号一致基準を削除するには、次のように入力し

ます。

host1/C1(config-cmap)# no match port tcp eq 23

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの設定

コンフィギュレーション モードで policy-map コマンドを使用すると、TCP の
正規化、終了、および再使用にレイヤ 4 トラフィック ポリシーを設定できます。

ACE は、レイヤ 4 ポリシー マップ内の複数のクラスと一致しようとしますが、

機能ごとに 1 つのクラスとしか一致できません。分類が複数のクラス マップと

一致する場合、ACE は対応するアクションをすべて実行します。ただし、特定

の機能に対しては、ACE は 初に一致した分類アクションのみを実行します。

ポリシー マップの詳細については、『Cisco 4700 Series Application Control 
Engine Appliance Administration Guide』を参照してください。

このコマンドの構文は次のとおりです。

policy-map multi-match name

name 引数は、ポリシー マップの ID です。「"」記号で囲まずに、 大 64 文字ま

での英数字でスペースを入れずにテキスト文字列を入力します。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config)# policy-map multi-match TCP_POLICY
host1/C1(config-pmap)#

設定からポリシー マップを削除するには、次のように入力します。

host1/C1(config)# no policy-map multi-match TCP_POLICY
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レイヤ 3 およびレイヤ 4 のクラス マップとポリシー マップの関連付け

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用すると、

レイヤ 4 クラス マップとレイヤ 4 ポリシー マップを関連付けることができます。

このコマンドの構文は次のとおりです。

class {name1 | class-default} [insert-before name2]

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• name1 - class-map コマンドで設定された、事前に定義されたトラフィック 
クラスの名前。スペースと引用符を使用しない、32 文字までの英数字でテ

キスト文字列を入力します。

• class-default - ACE によって作成された、予約済みの既知のクラス マップ

を指定します。このクラスを削除または変更できません。指定されたクラス 
マップ内の他の一致基準を満たさないトラフィックは、すべてデフォルト 
トラフィック クラスに属します。指定された分類がトラフィックと一致し

ない場合、ACE は class class-default コマンドで指定されたアクションを

実行します。class-default クラス マップには、すべてのトラフィックと一

致する暗黙の match any ステートメントがあります。

• insert-before name2 - （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーションの 
name2 引数によって指定された既存のクラス マップより、現在のクラス 
マップを優先します。ACE は設定の一部として、シーケンス リオーダーを

保存しません。

次の例では、insert-before コマンドを使用してポリシー マップの 2 つのクラス 
マップのシーケンシャル オーダーを定義する方法を示します。

(config-pmap)# 10 class TCP_CLASS insert-before IP_CLASS
(config-pmap-c)#

レイヤ 4 ポリシー マップからクラス マップを削除するには、次のように入力し

ます。

(config-pmap)# no 10 class TCP_CLASS

接続パラメータ マップとポリシー マップとの関連付け

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで connection 
advanced-options コマンドを使用すると、接続パラメータ マップとポリシー 
マップを関連付けることができます。接続パラメータ マップの設定に関する詳

細については、「TCP/IP の正規化と終了の接続パラメータ マップの設定」を参
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照してください。このコマンドの構文は次のとおりです。

connection advanced-options name

name 引数には、既存のパラメータ マップに対する UID を指定します（64 文字

までの英数字で、引用符が含まれないテキスト文字列により指定）。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-pmap-c)# connection advanced-options TCP_PARAM_MAP

ポリシー マップと TCP パラメータ マップの関連付けを解除するには、次のよう

に入力します。

host1/C1(config-pmap-c)# no connection advanced-options TCP_PARAM_MAP

レイヤ 3 およびレイヤ 4 のポリシー マップとサービス ポリ
シーの関連付け

レイヤ 4 ポリシー マップと、クラス マップ、接続パラメータ マップ、および接

続パラメータを設定したら、起動するためポリシー マップをサービス ポリシー

に関連付ける必要があります。ポリシー マップをサービス ポリシーに関連付け

るには、コンフィギュレーション モードで service-policy コマンドを使用しま

す。このコマンドの構文は次のとおりです。

service-policy input name

キーワードと引数は次のとおりです。

• input - サービス ポリシーを着信トラフィックに適用するよう指定します。

• name - サービス ポリシーに関連付けるポリシー マップの名前を指定します。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config)# service-policy input TCP_POLICY

サービス ポリシーとポリシー マップの関連付けを解除するには、次のように入

力します。

host1/C1(config)# no service-policy input TCP_POLICY

インターフェイスの正規化パラメータの設定
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ここでは、インターフェイス コンフィギュレーション モードで TCP/IP 正規化

パラメータを設定する方法について説明します。内容は次のとおりです。

• インターフェイスでの TCP の正規化のディセーブル化

• インターフェイスでの ICMP セキュリティ チェックのディセーブル化

• SYN Cookie の DoS 保護の設定

• ACE による Don’t Fragment ビットの処理方法の設定

• ACE による IP オプションの処理方法の設定

• IP パケット TTL の設定

• uRPF の設定

インターフェイスでの TCP の正規化のディセーブル化

デフォルトでは、TCP の正規化はイネーブルです。インターフェイス上で TCP 
の正規化をディセーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーショ

ン モードで no normalization コマンドを使用します。TCP の正規化をディセー

ブルにすると、レイヤ 4 トラフィックのみに影響を与えます。TCP の正規化は

常に、レイヤ 7 トラフィックでイネーブルです。

次の非対称フローが発生した場合にこのコマンドを使用します。使用しないと、

ACE が実行する正規化チェックによってブロックされます。

• ACE はクライアント /サーバ トラフィックのみを認識します。たとえば、

TCP 接続の場合、ACE はクライアントから SYN を認識しますが、サーバ

からの SYN-ACK は認識しません。この場合、no normalization コマンド

をクライアント側の VLAN（仮想 LAN）に適用します。

• ACE はサーバ /クライアント トラフィックのみを認識します。たとえば、

TCP 接続の場合、ACE はサーバから SYN-ACK を受信し、クライアントか

らの SYN は受信しません。この場合、no normalization コマンドをサーバ

側の VLAN に適用します。

（注） TCP の正規化がディセーブルの場合、ACE は上記の非対称トラフィックにフ

ローを設定し、接続テーブルにエントリを作成します。
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注意 TCP の正規化をディセーブルにすると、ACE とデータセンターを潜在的な

セキュリティ リスクにさらす場合があります。TCP の正規化は、不正または

悪意のあるセグメントのトラフィックを検査するよう設計されたセキュリ

ティ ポリシーを強化することで、ACE とデータセンターを攻撃者から保護

します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

no normalization

たとえば、インターフェイス VLAN 100 で TCP の正規化をディセーブルにする

には、次のように入力します。

host1/C1(config)# interface vlan 100
host1/C1(config-if)# no normalization

TCP の正規化を再度イネーブルにするには、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# normalization

インターフェイスでの ICMP セキュリティ チェックのディ
セーブル化

ACE は、ICMP 応答パケットと要求パケットを一致させ、ミスマッチ パケット

を使用して攻撃を検出していくつかの ICMP セキュリティ チェックを提供しま

す。また、エラー パケットを受信したフローに関する接続記録が存在する場合、

ACE は ICMP エラー パケットのみを転送します。デフォルトでは、ACE ICMP 
セキュリティ チェックはイネーブルです。

ICMP セキュリティ チェックをディセーブルにするには、インターフェイス 
モードで no icmp-guard コマンドを使用します。このコマンドを戦略全体の一

部として使用して、ACE をピュア サーバ ロード バランサとして動作します。詳

細については、『Cisco 4700 Series Application Control Engine Appliance Server 
Load-Balancing Configuration Guide』のChapter 1「Overview」を参照してく

ださい。

このコマンドの構文は次のとおりです。

no icmp-guard
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注意 ACE ICMP セキュリティ チェックをディセーブルにすると、ACE とデータ

センターを潜在的なセキュリティ リスクにさらす場合があります。no 
icmp-guard コマンドを入力したら、ACE はエラー パケットの ICMP ヘッ

ダーおよびペイロードで NAT 変換を実行しません。これにより、実ホスト

の IP アドレスが攻撃者に漏れる可能性があります。

たとえば、インターフェイス VLAN 100 で ICMP セキュリティ チェックをディ

セーブルにするには、次のように入力します。

host1/C1(config)# interface vlan 100
host1/C1(config-if)# no icmp-guard

ICMP セキュリティ チェックを再度イネーブルにするには、次のように入力し

ます。

host1/C1(config-if)# icmp-guard

SYN Cookie の DoS 保護の設定

ここでは、ACE が自身やデータセンター内の装置を DoS 攻撃（サービス拒絶攻

撃）から保護するために使用する SYN cookie 機能について説明します。内容は

次のとおりです。

• SYN Cookie DoS 保護の概要

• 設定と運用について

• インターフェイス上での SYN Cookie DoS 保護の設定

SYN Cookie DoS 保護の概要

TCP 3 ウェイ ハンドシェイク（SYN、SYN-ACK、ACK）が何らかの理由で完

了していないことがたまにあります。このような不完全な接続、またはハーフ

オープンの接続は、初期接続と呼ばれます。こうした状況は、頻繁に発生しなけ

れば、異常はありません。ただし、初期接続が多数発生する場合は、ハッカーに

よる DoS 攻撃（SYN フラッド アタック）を示唆していることが考えられます。

SYN フラッド アタックは、送信元 IP アドレスが無効か、あるいは到達不能な 1 
つ以上のホストから特定のサーバ、または別のホストに対し、大量の SYN を送

り付けるという攻撃です。こうした攻撃により、ターゲット ホストの接続が

ハーフオープン状態になり、ホストで別の接続要求に対応するために必要なタイ

ムアウトが無効になります。さまざまなネットワーク上で複数のホストを使用し
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て、特定のサーバや別のホストにしかける攻撃を DDoS（分散型サービス拒否攻

撃）といいます。攻撃者の目的は、ターゲット ホストの占有化を試み、リソー

スを消費し、正当な接続に対するサービスの提供を妨害することです。

ACE は、SYN cookie ベースの DoS 保護を TCP 接続に設定することで、データ

センター内のサーバや別のホストをSYN フラッド アタックから守ることができ

ます。初期接続のしきい値は、ACE で SYN cookie 保護を適用するレベルより

も上に設定します。

設定した初期接続しきい値に達すると、ACE はクライアントから送られた次の 
SYN パケットを代行受信します。ACE は、SYN に対し、実際のSYN cookie 値
であるシーケンス番号を使用して、SYN-ACK で応答します。SYN cookie は次

の要素で構成されます。

• 64 秒ごとに値が増える 32 ビット タイマー

• ACE がサーバに転送するクライアント MSS の符号化

• 4 つのタプル（送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先 IP アドレス、宛先

ポート）、およびタイマー値から計算した ACE 選択のシークレット

通常、SYN キューが満杯になると、ACE は、以降の接続要求をドロップしま

す。SYN cookie をイネーブルにした ACE で SYN キューが満杯になると、ACE 
は、実際に SYN キューのサイズが大きい場合と同じように SYN-ACK を要求側

クライアントに送信して、クライアントからの要求を通常どおり続行します。

ACE では、シーケンス番号（n）と同じ SYN cookie の計算値を使用し、SYN 
キューのエントリを破棄します。

ACE がクライアントから ACK（シーケンス番号 = n+1）を受け取ると、シーク

レット、および SYN cookie タイマーの 新値に対する SYN cookie 値の妥当性

を検証します。シークレット、またはシーケンス番号が無効な場合、ACE は、

パケットをドロップします。シークレット、またはシーケンス番号が有効であれ

ば、ACE  は、符号化された MSS とクライアントからの ACK に基づいて、

SYN キュー エントリを再構築します。この時点で、接続プロセスは通常どおり

実行されます。ACE は、新たに構築された SYN をサーバに送信し、バックエン

ド TCP 接続を確立します。

設定と運用について

SYN cookie 機能を使用するときは、次の点に注意してください。

• ACE が送信した SYN をサーバがドロップすると、ACE では、初期タイム

アウトを使用して、接続をリセットします。SYN パケットの再試行は行わ

れません。
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• SYN cookie では、MSS TCP オプションのみがサポートされます。ACE は、

他の TCP オプションについては、これらのオプションに問題がある場合で

も、すべて無視します。

• ACE では、RFC で指定された MSS のデフォルト値、536 が戻されます。

• パラメータ マップを使用して MSS 値の下限と上限を指定した場合、ACE 
は、これらの値を無視します。

• 正規化を無効化して、SYN cookie を使用すると、予期せぬ動作が生じるこ

とがあります。

• ACE では、SYN cookie の Syslog はいずれも生成されません。初期接続の

数が設定済みのしきい値を超えて、SYN フラッド アタックを示している場

合でも、Syslog は生成されません。

• ブリッジ型 VLAN で、ロード バランスを調整していないフローで SYN 
cookie 機能を設定する場合は、ブリッジグループ仮想インターフェイス

（BVI）と同じサブネットに存在しない非ロード バランス宛先に対し、静的

なルートを設定する必要があります。

たとえば、次の設定があるとします。

– BVI IP アドレスが 192.168.1.1 

– 外部ネットワーク 172.16.1.0 までの Gateway1 IP アドレスが 192.168.1.2 

– 外部ネットワーク 172.31.1.0 までの Gateway2 IP アドレスが 192.168.1.3 

次の静的ルートを設定します。

– ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2

– ip route 172.31.1.0 255.255.255.0 192.168.1.3

インターフェイス上での SYN Cookie DoS 保護の設定

SYN cookie DoS 保護を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーショ

ン モードで syn-cookie コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとお

りです。

syn-cookie number

number は、ACE が SYN cookie DoS 保護を適用する初期接続のしきい値です。

1 ～ 65535 の整数を入力します。

たとえば、VLAN 100 に接続されたデータセンターのサーバに SYN cookie DoS 
保護を設定するには、次のように入力します。
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host1/C1(config)# interface vlan 100
host1/C1(config-if)# syn-cookie 4096

インターフェイスから SYN -cookie DoS を削除するには、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# no syn-cookie

ACE による Don’t Fragment ビットの処理方法の設定

しばしば ACE は、IP ヘッダーに Don’t Fragment（DF）ビット セットを含んだ

パケットを受信することがあります。このフラグは、ネットワーク ルータおよ

び ACE に対して、パケットを断片化して全体に転送しないように通知します。

ACE が DF ビットを処理する方法を設定するには、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードで ip df コマンドを使用します。このコマンドの構文は次

のとおりです。

ip df {clear | allow}

キーワードは次のとおりです。

• clear - DF ビットをクリアし、パケットを許可します。パケットがネクスト

ホップ MTU より大きい場合、ACE はパケットを断片化します。

• allow - DF ビット セットのあるパケットを許可します。パケットがネクスト

ホップ MTU より大きい場合、ACE はパケットをドロップし、ICMP 到達不

能メッセージを送信元ホストに送信します。

たとえば、DF ビットをクリアし、パケットを許可するには、次のように入力し

ます。

host1/C1(config-if)# ip df clear

ACEにDF ビットを無視させるには、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# no ip df

ACE による IP オプションの処理方法の設定

ACE は、IP オプションがパケットに設定されていれば、IP オプションを処理

し、特定のアクションを実行できます。ACE が IP オプションを処理する方法を

設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ip options 
コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

ip options {allow | clear | clear-invalid | drop}
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キーワードは次のとおりです。

• allow - IP オプションが設定されたパケットを許可します。

• clear - パケットから IP オプションをすべてクリアし、パケットを許可します。

• clear-invalid - （デフォルト）ACE が 1 つまたは複数の無効またはサポート

されていない IP オプションを受信した場合、パケットから IP オプションを

すべてクリアし、パケットを許可します。

• drop - IP オプションが設定されているかどうかに関係なく、ACE はパケッ

トを廃棄します。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# ip options allow

ACE が 1 つまたは複数の無効またはサポートされていない IP オプションを受信

した場合に、アプライアンスの動作を IP オプションすべてをクリアするデフォ

ルトに戻すには、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# no ip options 

IP パケット TTL の設定

パケット Time To Live（TTL; 存続可能時間）は、パケットが宛先へ到達できる

ホップの数を指定します。パケットのパスを経由するルータごとに、TTL 値が 1 
ずつ減ります。パケットが宛先に到達する前にパケットの TTL がゼロになった

場合、パケットは廃棄されます。

着信パケットの IP ヘッダーで ACE が受信する 小 TTL 値を設定するには、イ

ンターフェイス コンフィギュレーション モードで ip ttl コマンドを使用します。

ACE のデフォルト動作では、パケットの TTL 値を書き換えません。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

ip ttl minimum number 

number 引数は、パケットが宛先へ到達できるホップの 小数です。整数で 1 ～ 
255 ホップを入力します。

（注） 着信パケットの TTL 値が設定された 小値より小さい場合、ACE は TTL 値を

設定された値に書き換えます。そうしないと、ACE は元の TTL のあるパケット

を送信するか、TTL がゼロになったらパケットを廃棄します。

たとえば、TTL を 15 に設定するには、次のように入力します。
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host1/C1(config-if)# ip ttl minimum 15

着信 IP パケットの TTL を上書きしないデフォルトに ACE の動作を戻すには、

次のように入力します。

host1/C1(config-if)# no ip ttl minimum

uRPF の設定

Unicast Reverse-path forwarding（uRPF; ユニキャスト RPF）は、ACE が検証

可能な送信元 IP アドレスがない IP パケットをドロップできるようにすること

で、不正な、または偽造（スプーフィング）IP 送信元アドレスをネットワーク

に導入したことが原因の問題を軽減します。この機能により、ACE は入力パ

ケットと出力パケット両方をフィルタリングして、アドレッシングとルートの整

合性を検証できます。これは、一般的にルート検索が送信元アドレスではなく宛

先アドレスに基づいているので、RPF と呼ばれます。

ルートが見つからない場合、またはパケットが着信したインターフェイスとルー

トが一致しない場合にこの機能をイネーブルにすると、ACE はパケットをド

ロップします。

（注） インターフェイスで mac-sticky コマンドを設定する場合、ip verify 
reverse-path コマンドを設定することはできません。mac-sticky コマンドの詳

細については、『Cisco 4700 Series Application Control Engine Appliance 
Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

この機能をイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードで ip verify reverse-path コマンドを使用します。このコマンドの構文は

次のとおりです。

ip verify reverse-path

たとえば、RPF をイネーブルにするには、次のように入力します。

host/C1(config-if)# ip verify reverse-path

RPF をディセーブルにするには、次のように入力します。

host/C1(config-if)# no ip verify reverse-path
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IP フラグメント再構成パラメータの設定
ACE が IP フラグメント再構成を実行する方法を制御するパラメータをいくつか

設定できます。このセクションの内容は、次のとおりです。

• IP フラグメント再構成の設定のクイック スタート

• インターフェイスの MTU の設定

• パケットの 大フラグメント数の設定

• 再構成のための 小フラグメント サイズの設定

• IP 再構成タイムアウトの設定

IP フラグメント再構成の設定のクイック スタート

表 4-6 に、IP フラグメント再構成を設定するのに必要なステップの概要を示し

ます。各ステップには CLI、または作業を完了するのに必要な手順の参照が含ま

れます。CLI コマンドに関連した各機能すべてのオプションの詳細については、

次の表 4-6 を参照してください。

表 4-6 IP フラグメント再構成の設定のクイック スタート

作業内容とコマンドの例

1. 複数のコンテキストで操作している場合、対象のコンテキストで操作して

いるかどうかを CLI プロンプトを確認します。必要に応じて、正しいコン

テキストに変更します。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

他に特に指定がなければ、この表の残りの例では C1 コンテキストを使用

します。コンテキストの作成方法の詳細については、『Cisco 4700 Series 
Application Control Engine Appliance Virtualization Configuration Guide』
を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

host1/C1# config
host1/C1(config)#
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3. フラグメント再構成パラメータを設定するインターフェイスに、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。

host1/C1(config)# interface vlan 100
host1/C1(config-if)# 

4. 再構成のため ACE が受信する同じパケットに属するフラグメントの 大

数を設定します。

host1/C1(config-if)# fragment chain 126

5. 再構成のため ACE が受信するフラグメントの 小サイズを設定します。

host1/C1(config-if)# fragment min-mtu 1024

6. ACE が現在のフラグメント チェーン（同じパケットに属するフラグメン

ト）の未解決のフラグメントを受信しない場合に ACE がフラグメント再

構成プロセスを放棄するまでの時間を指定するよう、フラグメント再構成

タイムアウトを設定します。

host1/C1(config-if)# fragment timeout 15

7. （任意）設定の変更内容をフラッシュ メモリに保存します。

host1/C1# copy running-config startup-config

8. IP フラグメント再構成の設定情報を表示します。

host1/C1# show interface vlan 100

表 4-6 IP フラグメント再構成の設定のクイック スタート （続き）

作業内容とコマンドの例
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インターフェイスの MTU の設定

デフォルトの MTU は、イーサネット インターフェイスのブロックでは 1500 バ
イトです。この値は大半のアプリケーションにとって適切な数値ですが、ネット

ワーク状態が必要とするならば、より小さい値を選択できます。MTU 値より大

きいデータは、ネクストホップ ルータに送信される前に分割されます。

注意 レイヤ 7 ポリシー マップを設定し、ACE サーバ側 VLAN の 大伝送ユニッ

ト（MTU）をクライアント側の 大セグメント サイズ（MSS）以下に設定

する場合は、set tcp mss max コマンドで ACE に設定する MSS の 大値が

必ず、ACE サーバ側 VLAN の MTU より 40 バイト（TCP ヘッダーとオプ

ションを合わせたサイズ）は下回るようにしてください。このように設定し

ない場合、サーバから送られる着信パケットが破棄されることがあります。

インターフェイスの MTU を指定するには、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードで mtu コマンドを使用します。このコマンドにより、接続上で送

信するデータ サイズを設定できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

mtu bytes

bytes 引数は MTU のバイト数と同じです。68 ～ 9216 バイトを入力します。デ

フォルトは 1500 バイトです。

インターフェイスの MTU データ サイズを 1000 バイトに指定するには、次のよ

うに入力します。

host1/admin(config-if)# mtu 1000 

MTU ブロック サイズを 1500 バイトに戻すには、no mtu コマンドを使用しま

す。たとえば、次のように入力します。

host1/admin(config-if)# no mtu

パケットの最大フラグメント数の設定

インターフェイス コンフィギュレーション モードで fragment chain コマンドを

使用すると、再構成のため ACE が受信する同じパケットに属するフラグメント

の 大数を設定できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

fragment chain number
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number 引数には、フラグメント チェーン制限（整数で 1 ～ 256 フラグメント）

を指定します。デフォルトは 24 フラグメントです。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# fragment chain 126

パケットの 大フラグメント数をデフォルトの 24 に戻すには、次のように入力

します。

host1/C1(config-if)# no fragment chain

再構成のための最小フラグメント サイズの設定

インターフェイス コンフィギュレーション モードで fragment min-mtu コマン

ドを使用すると、再構成のため ACE が受信するフラグメントの 小サイズを設

定できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

fragment min-mtu number

number 引数には、 小フラグメント サイズ（整数で 68 ～ 9216 バイト）を入力

できます。デフォルトは 576 バイトです。

たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# fragment min-mtu 1024

小フラグメント サイズをデフォルト値の 576 バイトに戻すには、次のように

入力します。

host1/C1(config-if)# no fragment min-mtu

IP 再構成タイムアウトの設定

IP 再構成タイムアウトは、ACE が現在のフラグメント チェーン（同じパケット

に属するフラグメント）の未解決のフラグメントを受信しない場合に、フラグメ

ント再構成プロセスを放棄するまでの時間を指定します。再構成タイムアウトを

設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで fragment 
timeout コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

fragment timeout seconds

seconds引数には、整数で 1 ～ 30 秒を入力します。デフォルトは 5 秒です。
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たとえば、次のように入力します。

host1/C1(config-if)# fragment timeout 15

フラグメント タイムアウトをデフォルト値の 5 秒に戻すには、次のように入力

します。

host1/C1(config-if)# no fragment timeout

TCP/IP の正規化と IP 再構成の設定例 
次の例では、実行コンフィギュレーションを示します。ここでは、ACE が TCP 
の正規化を使用して、無効または疑わしい状態であるレイヤ 4 パケットをチェッ

クし、設定された TCP 接続パラメータ マップの設定に基づいて適切なアクショ

ンを行います。ACE は TCP の正規化を使用して特定のネットワーク攻撃をブ

ロックします。この設定には IP フラグメント再構成パラメータも含まれます。

例では、TCP/IP の正規化および IP フラグメント再構成の設定は太字で表示され

ます。

この設定で、ACE は次を実行します。

• TCP/IP の正規化パラメータと終了パラメータを一緒にグループ化する接続

パラメータ マップが含まれます（接続無活動タイマー、IP パケットの ToS、
データを含んだ SYN セグメントの廃棄など）。接続パラメータ マップは 
TCP/IP ポリシー マップのアクションとして関連付けられます。

• 特定の VLAN インターフェイスに追加の IP 正規化パラメータを設定します

（パケットからのすべての IP オプションの削除、パケットが宛先に到達でき

るホップの数の定義、DF ビット セットのあるパケットの許可など）。

• 特定の VLAN インターフェイスに IP フラグメント再構成パラメータを設定

します（再構成のため ACE が受信するフラグメントの 小サイズ、再構成

のため ACE が受信する同じパケットに属するフラグメントの 大数、再構

成のため ACE が受信するフラグメントの 小サイズなど）。

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

parameter-map type connection TCPIP_PARAM_MAP
  set timeout inactivity 30
  set ip tos 20
  tcp-options timestamp allow
  syn-data drop
  urgent-flag clear
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class-map match-all L4_TCP_CLASS
  description Filter TCP Connections
  2 match destination-address 172.27.16.7
  3 match port tcp eq 21
policy-map multi-match L4_TCPIP_POLICY
  class L4_TCP_CLASS
    connection advanced-options TCP_PARAM_MAP

interface vlan 50
  access-group input ACL1
  ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
  service-policy input L4_TCPIP_POLICY
  ip ttl minimum 15
  ip options clear
  ip df allow
  fragment size 400
  fragment chain 126
  fragment min-mtu 1024
  fragment timeout 15
  no shutdown

TCP/IP および UDP 接続、IP 再構成、SYN 
Cookie の設定と統計情報の表示

ここでは、次の設定および統計情報を表示するのに使用できる show コマンドに

ついて説明します。

• TCP 接続パラメータ

• IP 接続パラメータ

• UDP 接続パラメータ

• IP フラグメントの再構成

このセクションの内容は、次のとおりです。

• TCP/IP および UDP 接続の設定の表示

• 接続パラメータ マップの表示

• TCP/IP および UDP 接続の統計情報の表示

• グローバル コンテキスト接続の統計情報の表示

• IP 統計情報の表示

• TCP 統計情報の表示
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• UDP 統計情報の表示

• サービス ポリシーの統計情報の表示

• SYN Cookie 統計情報の表示

TCP/IP および UDP 接続の設定の表示

EXEC モードで次の show コマンドを使用すると、TCP、IP、および UDP 接続

の設定を表示できます。

• show running-config class-map - IP アドレスや TCP または UDP ポートの

一致ステートメントを含め、現在のコンテキストに設定されたトラフィック

分類をすべて表示します。

• show running-config policy-map - 関連したクラス マップを含め、現在の

コンテキストに設定されたポリシー マップをすべて表示します。

• show running-config interface - 現在のコンテキストのインターフェイス 
VLAN 設定をすべて表示します。

たとえば、現在のコンテキストのポリシー マップをすべて表示するには、次の

ように入力します。

host1/C1# show running-config policy-map

接続パラメータ マップの表示

EXEC モードで show parameter-map コマンドを使用すると、接続パラメータ 
マップを表示できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

show parameter-map name

name 引数は、既存の接続パラメータ マップの名前です。名前に、64 文字まで

の英数字で、引用符とスペースが含まれないテキスト文字列を入力します。

たとえば、接続パラメータ マップの設定を表示するには、次のように入力します。

host1/C1# show parameter-map CONN_PMAP

表 4-7 に、show parameter-map コマンドの出力のフィールドを示します。
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表 4-7 show parameter-map コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

Parameter map 接続パラメータ マップの名前

Type 接続

Nagle nagle コマンドのステータス（enabled または disabled）

Slow start slow start コマンドのステータス（enabled または 
disabled）

Inactivity timeout 
(seconds)

無活動接続がタイムアウトするまでの設定秒数。指定可能

な値は 0 ～ 1638050 です。set timeout inactivity コマンド

が設定されていない場合、デフォルトの値は次のように秒

単位で表示されます。

• ICMP - 2

• TCP - 3600

• UDP - 120

Embryonic 
timeout (seconds)

不完全な TCP ハンドシェイクがタイムアウトするまでの設

定秒数。指定可能な値は 0 ～ 4294967295 です。

Ack-delay ACE がクライアントからサーバへの ACK の送信を遅延す

るまでの設定秒数

WAN 
optimization RTT 
(milliseconds)

ミリ秒の設定値により、レイヤ 7 ポリシー マップに関連付

けられた接続のパケットに ACE がどのように TCP 適化

を適用するかが決まります。

Half-closed 
timeout (seconds)

ハーフクローズ接続がタイムアウトするまでの秒数。指定

可能な値は 0 ～ 4294967295 です。

TOS rewrite set ip tos コマンドのステート（enabled または disabled）

SYN retry count set tcp syn-retry コマンドのステート（enabled または 
disabled）

TCP MSS min ACE が受信する TCP MSS の 小値。指定可能な値は 0 ～ 
65535 です。

TCP MSS max ACE が受信する TCP MSS の 大値。指定可能な値は 0 ～ 
65535 です。

Tcp-options drop 
range

ACE がドロップする TCP オプションを示す番号の範囲 
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Tcp-options 
allow range

ACE が許可する TCP オプションを示す番号の範囲。指定

可能な値は 6 または 7、および 9 ～ 255 です。

Tcp-options clear 
range

ACE がクリアする TCP オプションを示す番号の範囲。指

定可能な値は 6 または 7、および 9 ～ 255 です。

Selective-ack ACE が TCP オプションの選択的な確認応答のために実行

する設定アクション。指定可能なアクションは、許可また

はクリアです。

Timestamp ACE が TCP オプションのタイムスタンプのために実行す

る設定アクション。指定可能なアクションは、許可または

クリアです。

Window-scale ACE が TCP オプションのウィンドウ スケールのために実

行する設定アクション。指定可能なアクションは、許可、

クリア、またはドロップです。

Window-scale
factor

set tcp window-scale コマンドの値。指定可能な値は 0 ～ 
14 です。

Reserved-bits reserved-bits コマンド用に設定されたアクション。指定可

能なアクションは、許可、クリア、またはドロップです。

Random-seq-
num

random-sequence-number コマンドの設定ステート。指定

可能なステートは、イネーブルまたはディセーブルです。

SYN data syn-data コマンドの設定アクション。指定可能なアクショ

ンは、許可またはドロップです。

Exceed-mss exceed-mss コマンドの設定アクション。指定可能なアク

ションは、許可またはドロップです。

urgent-flag urgent-flag コマンドの設定アクション。指定可能な値は、

許可またはクリアです。

conn-rate-limit ACEで許可される 1 秒あたりの設定済みの 大接続数

bandwidth-rate-
limit

ACEで許可される 1 秒あたりの設定済みの 大バイト数

表 4-7 show parameter-map コマンドの出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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TCP/IP および UDP 接続の統計情報の表示

ここでは、TCP/IP および UDP 接続の統計情報を表示するのに使用できる show 
コマンドについて説明します。接続統計情報を表示するには、EXEC モードで 
show conn コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show conn {address ip_address1 [ip_address2] netmask mask} | count | 
detail | {port number1 [number2]} | {protocol {tcp | udp}} 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• address ip_address1 [ip_address2] - 単一の送信元または宛先 IP アドレス、

あるいは任意の送信元または宛先 IP アドレス範囲の接続統計情報を表示し

ます。IP アドレス範囲を指定するには、範囲の下限 IP アドレスと範囲の上

限から 2 番めの IP アドレスを入力します。ドット付き 10 進表記で 1 つまた

は 2 つの IP アドレスを入力します（たとえば、192.168.12.15）。

• netmask mask - 指定する IP アドレスまたは IP アドレス範囲のネットワーク 
マスクを表示します。ドット付き 10 進表記でネットワーク マスクを入力し

ます（たとえば、255.255.255.0）。

• count - ACE への現在の接続をすべて表示します。

• detail - 詳細な接続情報を表示します。

• port number1 [number2] - 単一の送信元または宛先ポート、あるいは任意の

送信元または宛先ポート範囲の接続統計情報を表示します。

• protocol {tcp | udp} - TCP または UDP の接続情報を表示します。

たとえば、IP アドレス範囲の接続情報を表示するには、次のように入力します。

host1/C1# show conn address 192.168.12.15 192.168.12.35 netmask 
255.255.255.0

表 4-8 に、show conn detail コマンドの出力のフィールドを示します。

表 4-8 show conn detail コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

Total Curent 
Connections

ACE への現在の接続の総数

（注） 現在の接続の総数は、接続オブジェクトの数です。

フローと確立された接続ごとに 2 つずつの接続オブ

ジェクトが存在します。

Conn-ID インバウンドまたはアウトバウンド接続の ID
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グローバル コンテキスト接続の統計情報の表示

EXEC モードで show stats connection コマンドを使用すると、現在のコンテキ

ストのグローバル接続の統計情報を表示できます。このコマンドの構文は次のと

おりです。

show stats connection

たとえば、管理コンテキストでグローバル接続の統計情報を表示するには、次の

コマンドを入力します。

host1/Admin# show stats connection

NP 接続を行うネットワーク プロセッサ（NP）の数

Dir 接続の方向（インバウンド（in）またはアウトバウンド

（out））

Prot 接続に使用されるプロトコル（TCP または UDP）

VLAN 接続に使用するインターフェイスの ID

Source 送信元 IP アドレスおよびポート

Destination 宛先 IP アドレスおよびポート

State TCP 接続の場合、接続の現在のステート（たとえば、

ESTAB）

Idle Time この接続がアイドル状態であった時間

Byte Count 接続を経由するバイトの数

Elapsed Time 接続が確立されてからの経過時間

Packet Count 接続を経由するパケットの数

Conn in Reuse 
Pool

再使用のため ACE がプール内に接続したかどうかを示しま

す。有効な値は TRUE または FALSE です。

表 4-8 show conn detail コマンドの出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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表 4-9 に、show stats connection コマンドの出力のフィールドを示します。

IP 統計情報の表示

ここでは、フラグメンテーション、ICMP、TCP、UDP、および ARP の統計情

報を含めた IP 統計情報を表示する場合に使用できる show コマンドについて説

明します。内容は次のとおりです。

• IP トラフィック情報の表示

• IP フラグメンテーションおよび再構成の統計情報の表示

IP トラフィック情報の表示

EXEC モードで show ip traffic コマンドを使用すると、IP トラフィック情報を

表示できます。このコマンドを使用すると、フラグメンテーション、再構成、お

よび ARP 統計情報のほかに、ACE 経由ではなく ACE宛てのトラフィックの統

計情報を表示します。このコマンドの構文は次のとおりです。

表 4-9 show stats connection コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

Total 
Connections 
Created

現在のコンテキストで作成された合計接続数。この値は、

Total Connections Current、Total Connections Destroyed、
Total Connections Timed-out、および Total Connections 
Failed の合計として表示されます。

Total 
Connections 
Current

現在のコンテキストに対する既存の接続総数

Total 
Connections 
Destroyed

現在のコンテキストで切断された合計接続数

Total 
Connections 
Timed-out

現在のコンテキストでタイムアウトの設定値を超えた合計

接続数

Total 
Connections 
Failed

完了しなかった接続の合計数
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show ip traffic

たとえば、次のように入力します。

host1/C1# show ip traffic

表 4-10 に、show ip traffic コマンドの出力のフィールドを示します。

表 4-10 show ip traffic コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

IP 統計情報

Rcvd ACE が受信したパケットの総数、ACE が受信したバイト数、

入力エラーの数、ACE が受信したルートのないパケットの数、

ACE が受信した不明なプロトコルを含んだパケットの数

Frags ACE が再構成したフラグメントの数、ACE が再構成できな

かったフラグメントの数、ACE が断片化したパケットの数、

および ACE が断片化できなかったパケットの数

Bcast 送受信されたブロードキャスト パケットの数

Mcast 送受信されたマルチキャスト パケットの数

Sent 送信されたパケットの総数、送信されたバイトの数、送信され

た、ルートのないパケットの数

Drop ルートがなかったので廃棄されたパケットの数と廃棄されたパ

ケットの数

ICMP 統計情報

Rcvd ACE が受信する次の ICMP メッセージの統計情報を示します。

• Redirects

• ICMP Unreachable

• ICMP Echo

• ICMP Echo Reply

• Mask Requests

• Mask Replies

• Quench

• Parameter

• Timestamp
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IP フラグメンテーションおよび再構成の統計情報の表示

EXEC モードで show fragment コマンドを使用すると、ACE のすべてのイン

ターフェイスまたは指定されたインターフェイスの IP フラグメンテーションお

よび再構成の統計情報を表示できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

show fragment [vlan vlan_id]

Sent ACE が送信する次の ICMP メッセージの統計情報を示します。

• Redirects

• ICMP Unreachable

• ICMP Echo

• ICMP Echo Reply

• Mask Requests

• Mask Replies

• Quench

• Timestamp

• Parameter

• Time Exceeded

TCP 統計情報

Rcvd ACE が受信する TCP セグメントおよびエラーの総数

Sent ACE が送信する TCP セグメントの総数

UDP 統計情報

Rcvd ACE が受信する UDP セグメント、UDP エラー、およびポー

ト番号のないセグメントの総数

Sent  ACE が送信する UDP セグメントの総数

ARP 統計情報

Rcvd ACE が受信する ARP パケット、エラー、要求、および応答の数

Sent ACE が送信する ARP パケット、エラー、要求、および応答の数

表 4-10 show ip traffic コマンドの出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
4-55
Cisco 4700 シリーズ Application Control Engine Appliance セキュリティ コンフィギュレーション ガイド

OL-16202-01-J 



  

第 4 章      TCP/IP 正規化パラメータおよび IP 再構成パラメータの設定

TCP/IP および UDP 接続、IP 再構成、SYN Cookie の設定と統計情報の表示
任意の vlan_id 引数には、既存のインターフェイスの UID を 2 ～ 4094 の整数で

入力します。vlan キーワードと vlan_id 引数を省略すると、ACE のすべてのイ

ンターフェイスの統計情報を表示できます。

たとえば、ACE のすべてのインターフェイスの IP フラグメンテーションと再構

成統計情報を表示するには、次のように入力します。

host1/C1# show fragment

表 4-11 に、show fragment コマンドの出力のフィールドを示します。

TCP 統計情報の表示

EXEC モードで show tcp statistics コマンドを使用すると、TCP 統計情報を表

示できます。このコマンドを使用すると、ACE 経由ではなく、ACE宛てのトラ

フィックの統計情報を表示します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show tcp statistics

たとえば、現在のコンテキストの TCP 統計情報を表示するには、次のように入

力します。

host1/C1# show tcp statistics

表 4-11 show fragment コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

Interface インターフェイスの VLAN ID

フラグメント ステート

Required フラグメンテーションのために ACE に送信されたパケット

の数

OK ACE が正しく作成したフラグメントの数

Failed 失敗したフラグメンテーションの試行回数

Created ACE が作成したフラグメントの総数

IP 再構成ステート

Required 再構成のために ACE に送信されたパケットの数

OK ACE が正しく再構成したパケットの数

Failed 失敗したパケット再構成の試行回数
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表 4-12 に、show tcp statistics コマンドの出力のフィールドを示します。

UDP 統計情報の表示

EXEC モードで show udp statistics コマンドを使用すると、UDP 統計情報を表

示できます。このコマンドを使用すると、ACE 経由ではなく、ACE宛てのトラ

フィックの統計情報を表示します。このコマンドの構文は次のとおりです。

show udp statistics

たとえば、現在のコンテキストの UDP 統計情報を表示するには、次のように入

力します。

host1/C1# show udp statistics

表 4-13 に、show udp statistics コマンドの出力のフィールドを示します。

サービス ポリシーの統計情報の表示

EXEC モードで show service-policy コマンドを使用すると、サービス ポリシー

統計情報を表示できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

表 4-12 show tcp statistics コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

Rcvd ACE が受信する TCP セグメントおよびエラーの総数

Sent ACE が送信する TCP セグメント、リセット フラグ セグメ

ント、アクティブ オープン、パッシブ オープンの総数

Connections 失敗した接続試行、リセットされた接続、および現在確立

されている接続の総数

表 4-13 show udp statistics コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

Rcvd ACE が受信する UDP セグメント、エラー、およびポート

が指定されていないセグメントの総数

Sent ACE が送信する UDP セグメントの総数
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show service-policy name

name 引数には、既存のサービス ポリシーに対する UID を指定します（64 文字

までの英数字で、引用符が含まれないテキスト文字列により指定）。

たとえば、現在のコンテキストのサービス ポリシー統計情報を表示するには、

次のように入力します。

host1/C1# show service-policy POLICY1

表 4-14 に、show service-policy コマンドの出力のフィールドを示します。

.
表 4-14 show service-policy コマンドの出力のフィールド

フィールド 説明

Interface サービス ポリシーに関連付けられたインターフェイスの 
VLAN ID

Service-Policy サービス ポリシーの ID

Class サービス ポリシーに関連付けられたクラス マップの ID

ロード バランス

L7 
Loadbalance 
Policy

サービス ポリシーに関連付けられたレイヤ 7 ロード バラン

シング ポリシー マップの ID

VIP Route 
Metric

ルーティング テーブルに入力するルートに対する設定済み

の距離メトリック

VIP Route 
Advertise

loadbalance vip advertise コマンドを使用するルート ヘル

ス インジェクション（RHI）の状態。指定可能な値は、イ

ネーブルまたはディセーブルです。

VIP ICMP 
Reply

ICMP 要求に対する VIP の応答能力の状態。指定可能な値

は、イネーブルまたはディセーブルです。

VIP State 仮想 IP アドレスの現在のステータス。指定可能な値は、イ

ンサービスまたはアウト オブ サービスです。

Curr Conns アクティブな接続の数

Hit Count ACE の接続の数

Dropped 
Conns

ACE が廃棄する接続の数

Client Pkt 
Count

クライアントから受信したパケットの数
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SYN Cookie 統計情報の表示

SYN cookie 統計情報を表示するには、EXEC モードで show syn-cookie コマン

ドを使用します。現在のコンテキストで設定されたすべての VLAN の SYN 
cookie 統計情報を表示するには、引数を指定せずに次のコマンドを入力します。

このコマンドの構文は次のとおりです。

show syn-cookie [vlan number]

任意の vlan number キーワードと引数を指定すると ACE は、指定されたイン

ターフェイスの SYN cookie 統計情報が表示されます。2 ～ 2024 の整数を入力

します。

たとえば、VLAN 100 の SYN cookie 統計情報を表示するには、次のように入力

します。

host1/C1# show syn-cookie vlan 100

Client Byte 
Count

クライアントから受信したバイトの数

Server Pkt 
Count

サーバから受信したパケットの数

Server Byte 
Count

サーバから受信したバイトの数

Max Conn 
Limit

設定済みの 大接続数

Conn Rate 
Limit

設定済みの接続レート制限

Bandwidth 
Rate Limit

設定済みの帯域幅レート制限

Drop Count 接続レート制限または帯域幅レート制限に達したために接

続がドロップされた回数

表 4-14 show service-policy コマンドの出力のフィールド （続き）

フィールド 説明
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表 4-15 に、show syn-cookie コマンドの出力のフィールドを示します。

.
表 4-15 show syn-cookie コマンド出力のフィールド

フィールド 説明

Interface ACE に設定された VLAN インターフェイスの名前

Configured TCP 
Embryonic 
Connection Limit

ACE が SYN cookie DoS 保護を適用する、設定済みの初期

接続のしきい値

Current TCP 
Embryonic 
Connection Limit

ACE が現在追跡している初期接続の数

SYN COOKIE で
代行受信された 
TCP SYN の数

SYN cookie の初期接続しきい値が超過したために、ACE
が代行受信した SYN パケットの数

Number of TCP 
ACKs 
Successfully 
Processed by 
SYN COOKIE

ACE によって認識され、特定の SYN cookie に一致したク

ライアント ACK パケットの数。cookie に一致するクライ

アント ACK ごとに、ACE 上で有効な初期接続が設定され

ます。

Failed Number of 
TCP ACKs 
Processed by 
SYN COOKIE

SYN cookie に一致しなかったクライアント ACK パケット

の数
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TCP/IP および UDP 接続および統計情報のクリア
ここでは、TCP/IP およびUDP の接続、IP のリアセンブリ、SYN cookie に関連

する接続や統計情報をクリアする際に使用するコマンドについて説明します。

• 接続の解除

• 接続統計情報のクリア

• IP、TCP、および UDP 統計情報のクリア

• IP フラグメンテーションおよび再構成の統計情報のクリア

• SYN Cookie 統計情報のクリア

接続の解除

EXEC モードで clear conn コマンドを使用すると、ICMP、TCP、および UDP 
接続を解除できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear conn [all | flow {icmp | tcp | udp} | rserver]

キーワードは次のとおりです。

• all - （任意）現在のコンテキストで ACE への接続、または ACE 経由の接

続をすべて解除します。

• flow {icmp | tcp | udp} - （任意）指定されたフロー タイプの接続（ICMP、
TCP、または UDP）をすべて解除します。

• rserver - （任意）指定された実サーバの接続をすべて解除します。

たとえば、現在のコンテキストの TCP 接続をすべて解除するには、次のように

入力します。

host1/C1# clear conn flow tcp
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接続統計情報のクリア

EXEC モードで clear stats conn コマンドを使用すると、現在のコンテキストの

接続統計情報をすべてクリアできます。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear stats conn

たとえば、Admin コンテキストの接続統計情報をすべてクリアするには、次の

ように入力します。

host1/Admin# clear stats conn

IP、TCP、および UDP 統計情報のクリア

IP、TCP、および UDP 統計情報をクリアするには、次のコマンドを使用しま

す。このセクションの内容は、次のとおりです。

• IP 統計情報のクリア

• TCP 統計情報のクリア

• UDP 統計情報のクリア

IP 統計情報のクリア

EXEC モードで clear ip statistics コマンドを使用すると、IP 統計情報をクリア

できます。このコマンドを使用すると、現在のコンテキストの IP の正規化、フ

ラグメンテーション、および再構成に関連した統計情報をすべてクリアします。

このコマンドの構文は次のとおりです。

clear ip statistics

たとえば、現在のコンテキストの IP 統計情報をクリアするには、次のように入

力します。

host1/C1# clear ip statistics

（注） 冗長性を設定した場合は、アクティブ側とスタンバイ側の両方の ACE で IP 統計

情報を明示的にクリアする必要があります。アクティブ アプライアンスでのみ

統計情報をクリアすると、スタンバイ アプライアンスの統計情報が古い値のま

ま残ります。
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TCP 統計情報のクリア

EXEC モードで clear tcp statistics コマンドを使用すると、TCP 統計情報をクリ

アできます。このコマンドを使用すると、現在のコンテキストの TCP 接続およ

び正規化に関連した統計情報をすべてクリアします。このコマンドの構文は次の

とおりです。

clear tcp statistics

たとえば、現在のコンテキストの TCP 統計情報をクリアするには、次のように

入力します。

host1/C1# clear tcp statistics

（注） 冗長性を設定した場合は、アクティブ側とスタンバイ側の両方の ACE で TCP 統
計情報を明示的にクリアする必要があります。アクティブ アプライアンスでの

み統計情報をクリアすると、スタンバイ アプライアンスの統計情報が古い値の

まま残ります。

UDP 統計情報のクリア

EXEC モードで clear udp statistics コマンドを使用すると、UDP 統計情報をクリ

アできます。このコマンドを使用すると、現在のコンテキストの UDP 接続に関

連した統計情報をすべてクリアします。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear udp statistics

たとえば、現在のコンテキストの UDP 統計情報をクリアするには、次のように

入力します。

host1/C1# clear udp statistics

（注） 冗長性を設定した場合は、アクティブ側とスタンバイ側の両方の ACE で UDP 
統計情報を明示的にクリアする必要があります。アクティブ アプライアンスで

のみ統計情報をクリアすると、スタンバイ アプライアンスの統計情報が古い値

のまま残ります。
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IP フラグメンテーションおよび再構成の統計情報のクリア

EXEC モードで clear interface コマンドを使用すると、IP フラグメンテーショ

ンおよび再構成の統計情報をクリアできます。このコマンドの構文は次のとおり

です。

clear interface [vlan vlan_id]

任意の vlan_id 引数には、既存のインターフェイスの UID を 2 ～ 4094 の整数で

指定します。vlan キーワードと vlan_id 引数を省略すると、コンテキストのすべ

てのインターフェイスのフラグメンテーションおよび再構成統計情報をクリアで

きます。

たとえば、C1 コンテキストのすべてのインターフェイスの IP フラグメンテー

ションと再構成統計情報をクリアするには、次のように入力します。

host1/C1# clear interface

（注） 冗長性を設定した場合は、アクティブ側とスタンバイ側の両方の ACE で IP フラ

グメンテーションと再構成に関する統計情報を明示的にクリアする必要がありま

す。アクティブ アプライアンスでのみ統計情報をクリアすると、スタンバイ ア
プライアンスの統計情報が古い値のまま残ります。

SYN Cookie 統計情報のクリア

SYN cookie の統計情報をクリアするには、clear syn-cookieコマンドを使用し

ます。現在のコンテキストで設定されたすべての VLAN の SYN cookie 統計情

報をクリアするには、引数を指定せずに次のコマンドを入力します。このコマン

ドの構文は次のとおりです。

clear syn-cookie [vlan number]

任意の number 引数を指定すると、ACE によって特定のインターフェイスの 
SYN cookie 統計情報がクリアされます。2 ～ 2024 の整数を入力します。

たとえば、VLAN 100 の SYN cookie 統計情報をクリアするには、次のように入

力します。

host1/C1# clear syn-cookie vlan 100
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