合法的傍受アーキテクチャ
合法的傍受（LI）機能を利用すると、サービス プロバイダーは、エッジ ルータを通過する
Voice-over-Internet（VoIP）トラフィックまたはデータ トラフィックを傍受できる機能を提供す
るという、司法当局による要求を満たすことができます。このマニュアルでは、Cisco Service
Independent Intercept アーキテクチャと PacketCable Lawful Intercept アーキテクチャを含む、LI アー
キテクチャについて説明します。また、LI 機能の構成要素と、システムで LI 機能を設定するた
めの手順についても説明します。
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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと
ソフトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載
されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合
は、このマニュアルの最後にある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 には、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/ からアクセスできます。http://www.cisco.com/ のアカウントは必要あり
ません。
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Cisco cBR シリーズ ルータに関するハードウェア互換性
マトリクス
（注）

Cisco IOS-XE の特定のリリースで追加されたハードウェア コンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

表 1：Cisco cBR シリーズ ルータに関するハードウェア互換性マトリクス

Cisco CMTS プラットフォーム

プロセッサ エンジン

インターフェイス カード

Cisco cBR-8 コンバージド ブ
ロードバンド ルータ

Cisco IOS-XE リリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco IOS-XE リリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

Cisco cBR-8 CCAP ライン カー
ド：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

• PID：CBR-RF-PIC
• PID：CBR-RF-PROT-PIC
• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R
Cisco cBR-8 ダウンストリーム
PHY モジュール：
• PID：CBR-D30-DS-MOD
• PID：CBR-D31-DS-MOD
Cisco cBR-8 アップストリーム
PHY モジュール：
• PID：CBR-D30-US-MOD
• PID：CBR-D31-US-MOD
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合法的傍受の前提条件
Cisco LI MIB ビューへのアクセスは、メディエーション デバイスと、ルータ上の合法的傍受につ
いて知っておく必要があるシステム管理者に制限されます。MIB にアクセスするには、ルータ上
でレベル 15 のアクセス権がユーザに必要です。
メディエーション デバイスとの通信
ルータがメディエーション デバイスと通信して合法的傍受を実行するには、次の構成要件が満た
されている必要があります。
• ルータとメディエーションデバイスの両方のドメイン名が、ドメインネームシステム（DNS）
に登録されている必要があります。
DNS では、ルータの IP アドレスは通常、（スーパーバイザがインストールされているスロットに
応じて）ルータの TenGigabitEthernet5/1/0 または TenGigabitEthernet4/1/0 インターフェイスのアド
レスです。
• メディエーション デバイスに Access Function（AF）および Access Function Provisioning Interface
（AFPI）が必要です。
• メディエーション デバイスを、CISCO-TAP2-MIB ビューにアクセスできるシンプル ネット
ワーク管理プロトコル（SNMP）ユーザ グループに追加する必要があります。グループに追
加するユーザとして、メディエーション デバイスのユーザ名を指定します。
メディエーション デバイスを CISCO-TAP2-MIB ユーザとして追加するときに、必要に応じてメ
ディエーション デバイスの認可パスワードを指定できます。パスワードの長さは、最低 8 文字で
ある必要があります。

合法的傍受の制約事項
一般的な制約事項
ルータで LI を設定するためのコマンドライン インターフェイス（CLI）はありません。すべての
エラー メッセージは、メディエーション デバイスに SNMP 通知として送信されます。すべての
傍受は、SNMPv3 だけを使用してプロビジョニングされます。
合法的傍受では SUP HA がサポートされません。SUP スイッチオーバーの後に LI 設定を再適用す
る必要があります。このイベント用に SNMP トラップが生成されます。
合法的傍受 MIB
合法的傍受について知る必要があるメディエーション デバイスとユーザだけに LI MIB へのアク
セスが許可されます。
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Cisco LI MIB は、その機密性から、LI 機能をサポートしているソフトウェア イメージだけで使用
できます。これらの MIB には、Network Management Software MIBs Support ページ（http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml）からはアクセスできません。
SNMP 通知
LI の SNMP 通知は、メディエーション デバイス上のユーザ データグラム プロトコル（UDP）ポー
ト 161 に送信する必要があります。ポート 162（SNMP のデフォルト）ではありません。詳細に
ついては、合法的傍受のための SNMP 通知のイネーブル化, （11 ページ）を参照してください。

合法的傍受に関する情報
合法的傍受の概要
LI は、司法当局（LEA）が、司法命令または行政命令の許可に従って、電子的監視を行うための
プロセスです。ますます多くの法律が採択され、規制が施行されるのに伴い、サービス プロバイ
ダー（SP）やインターネット サービス プロバイダー（ISP）は、許可された電子監視を明示的に
サポートするネットワークを実装する必要性に迫られています。LI の指令に従う必要がある SP
または ISP の種類は、国によって大きく異なります。米国での LI への準拠は、Commission on
Accreditation for Law Enforcement Agencies（CALEA）で規定されています。
シスコでは、LI に対し、PacketCable と Service Independent Intercept の 2 つのアーキテクチャをサ
ポートしています。LI コンポーネントだけでは、該当する規制に準拠できません。LI コンポーネ
ントは、SP および ISP が、LI 準拠のネットワークを構築するために使用可能なツールを提供しま
す。

Cisco Service Independent Intercept アーキテクチャ
『Cisco Service Independent Intercept Architecture Version 3.0』では、Cisco BTS 10200 Softswitch コー
ル エージェント バージョン 5.0 を非 PacketCable ネットワークで使用した、VoIP ネットワーク向
けの LI の実装について説明しています。Packet Cable Event Message 仕様バージョン 1.5-I01 は、
コール識別情報と、コールの内容に対する Cisco Tap MIB バージョン 2.0 を提供するために使用さ
れます。
『Cisco Service Independent Intercept Architecture Version 2.0』では、Cisco BTS 10200 Softswitch コー
ル エージェント バージョン 4.4 および 4.5 を非 PacketCable ネットワークで使用した、VoIP ネッ
トワーク向けの LI の実装について説明しています。PacketCable ネットワークではありませんが、
PacketCable Event Messages Specification バージョン I08 は、コール識別情報と、コール内容に対す
る Cisco Tap MIB のバージョン 1.0 またはバージョン 2.0 を提供するために引き続き使用されてい
ます。『Cisco Service Independent Intercept Architecture Version 2.0』では、IP アドレスとセッショ
ン ID の両方でデータを傍受するための追加機能について説明しています。これは、どちらも Cisco
Tap MIB（CISCO-TAP2-MIB）のバージョン 2.0 でサポートされています。

Cisco cBR コンバージド ブロードバンド ルータ DOCSIS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイ
ド（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）
4

合法的傍受アーキテクチャ
PacketCable 合法的傍受アーキテクチャ

『Cisco Service Independent Intercept Architecture Version 1.0』では、Cisco BTS 10200 Softswitch コー
ル エージェント バージョン 3.5 および 4.1 を非 PacketCable ネットワークで使用した、VoIP ネッ
トワーク向けの LI の実装について説明しています。PacketCable ネットワークではありませんが、
PacketCable Event Message Specification バージョン I03 は、コール識別情報と、コール内容に対す
る Cisco Tap MIB（CISCO-TAP-MIB）のバージョン 1.0 を提供するために引き続き使用されていま
す。IP アドレスによる単純なデータの傍受についても説明されています。

PacketCable 合法的傍受アーキテクチャ
『PacketCable Lawful Intercept Architecture for BTS Version 5.0』では、Cisco BTS 10200 Softswitch
コール エージェント バージョン 5.0 を、PacketCable Event Messages Specification バージョン 1.5-I01
に準拠した PacketCable ネットワークで使用した、VoIP 向けの LI の実装について説明していま
す。
『PacketCable Lawful Intercept Architecture for BTS Versions 4.4 and 4.5』では、Cisco BTS 10200
Softswitch コール エージェント バージョン 4.4 および 4.5 を、PacketCable Event Messages Specification
バージョン I08 に準拠した PacketCable ネットワークで使用した、VoIP 向けの LI の実装について
説明しています。
『PacketCable Lawful Intercept Architecture for BTS Versions 3.5 and 4.1』では、Cisco Broadband
Telephony Softswitch (BTS) 10200 Softswitch コール エージェント バージョン 3.5 および 4.1 を、
PacketCable Event Message Specification バージョン I03 に準拠した PacketCable ネットワークで使用
した、Voice over IP（VoIP）向けの LI の実装について説明しています。
『PacketCable Control Point Discovery Interface Specification 』では、指定された IP アドレスのコン
トロール ポイントを発見するために使用可能な IP ベースのプロトコルが定義されています。コン
トロール ポイントとは、Quality of Service（QoS）操作、LI コンテンツ タッピング操作、その他
の操作を実行可能な場所です。

（注）

Cisco cBR ルータは、PacketCable に関する Communications Assistance for Law Enforcement Act
（CALEA）をサポートしません。

Cisco cBR シリーズ ルータ
Cisco cBR シリーズ ルータは、通常および広帯域（加入者ごと）の 2 種類の LI をサポートしてい
ます。通常の盗聴は、アクセス サブインターフェイスおよび物理インターフェイス上で実行しま
す。内部インターフェイス上では盗聴は不要であり、実行されません。ルータは、ターゲット ト
ラフィックが使用しているインターフェイスに基づいて、実行する盗聴の種類を決定します。
Cisco cBR シリーズ ルータ上の LI は、次の 1 つ以上のフィールドの組み合わせに基づいてトラ
フィックを傍受できます。
• 宛先 IP アドレスとマスク（IPv4 または IPv6 アドレス）
• 宛先ポートまたは宛先ポートの範囲
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• 送信元 IP アドレスとマスク（IPv4 または IPv6 アドレス）
• 送信元ポートまたは送信元ポート範囲
• プロトコル ID
• Type of Service（TOS）
• ルータ内で vrf-tableid 値に変換される Virtual Routing and Forwarding（VRF）名
• 加入者（ユーザ）接続 ID
• ケーブル モデム
• MAC アドレス
Cisco cBR シリーズ ルータ上の LI の実装は、SNMP3 を使用してプロビジョニングされ、次の機
能がサポートされています。
• 通信内容の傍受。ルータは、傍受した各パケットを複製し、パケットのコピーを UDP ヘッ
ダーでカプセル化されたパケットに（設定された CCCid とともに）格納します。ルータは、
カプセル化したパケットを LI メディエーション デバイスに送信します。複数の合法的傍受
が同じデータ フローに対して設定されている場合でも、パケットの 1 つのコピーだけメディ
エーション デバイスに送信されます。必要に応じて、メディエーション デバイスは各 LEA
に対しパケットを複製できます。
• IPv4、IPv4 マルチキャスト、IPv6、および IPv6 マルチキャストフローの傍受。
• 最大傍受時間： cTap2MediationTimeout の最大値は現在時刻から 260640 分（181 日）です。
cTap2MediationTimeout の最小値は現在時刻から 1 分です。
LI には、MAC ベースのタップを設定する 2 つの方法があります。
• CPE で：送信元または宛先が CPE デバイスの MAC アドレスと一致するトラフィックのみを
傍受します。
• CM で：CM の背後にあるすべてのトラフィック（CM のトラフィック自体を含む）を傍受し
ます。この形式の傍受は、メディエーション デバイスへのトラフィックを多く生成する可能
性があります。

VRF 対応 LI
VRF 対応 LI は、特定のバーチャル プライベート ネットワーク（VPN）での IPv4 データの LI 盗
聴をプロビジョニングする機能です。この機能により、LEA は、その VPN 内のターゲット デー
タを合法的に傍受できます。VRF ベースの LI タップを受けるのは、その VPN 内の IPv4 データの
みです。
VRF 対応の LI は、次の種類のトラフィックに対して使用できます。
• ip2ip
• ip2tag（IP から MPLS）
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• tag2ip（MPLS から IP）
VPN ベースの IPv4 タップをプロビジョニングするために、LI 管理機能（メディエーション デバ
イスで動作します）は、CISCO-IP-TAP-MIB を使用して、ターゲットの VPN が使用している VRF
テーブルの名前を特定します。VRF 名は、タップを実行するために LI をイネーブルにする VPN
インターフェイスを選択するのに使用します。
ルータは、傍受するトラフィックと、傍受したパケットを送信するメディエーション デバイス
を、VRF 名（および送信元および宛先アドレス、送信元および宛先ポート、およびプロトコル）
に基づいて決定します。

（注）

Cisco-IP-TAP-MIB を使用する場合、VRF 名がストリーム エントリで指定されていない場合、
デフォルトでグローバル IP ルーティング テーブルが使用されます。

合法的傍受（冗長仲介デバイス）
Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは、合法的傍受（LI）パケットを複数
の仲介デバイス（MD）にレプリケートできます。この機能を使用するには、複数の同一タップを
設定します。Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータでは、最大 2 つの同一タッ
プで 2 つの MD へのレプリケーションをサポートします。複数 MD でサポートされるのは、MAC
タップと CM タップのみです。
2 つの MD に対する 2 つの同一タップを設定する SNMP コンフィギュレーション コマンド セット
の例については、例：合法的傍受の設定（冗長仲介デバイス）, （15 ページ）を参照してくださ
い。

合法的傍受 MIB
Cisco LI MIB は、その機密性から、LI 機能をサポートしているソフトウェア イメージだけで使用
できます。これらの MIB には、Network Management Software MIBs Support ページ（http://
www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml）からはアクセスできません。

合法的傍受 MIB へのアクセスの制限
合法的傍受について知る必要があるメディエーション デバイスとユーザだけに LI MIB へのアク
セスを許可する必要があります。これらの MIB へのアクセスを制限するには、次の作業を実行す
る必要があります。
1 Cisco LI MIB を含むビューを作成します。
2 このビューへの読み取りおよび書き込みアクセス権を持つ SNMP ユーザ グループを作成しま
す。このユーザ グループに割り当てられたユーザだけが、MIB の情報にアクセスできます。
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3 ユーザをシスコ LI ユーザ グループに追加し、合法的傍受に関連する MIB および情報にアクセ
スできるユーザを定義します。このグループのユーザとして、メディエーション デバイスを追
加してください。追加しないと、ルータで合法的傍受を実行できません。
詳細は、「合法的傍受 MIB の制限付き SNMP ビューの作成」を参照してください。

（注）

Cisco LI MIB ビューへのアクセスは、メディエーション デバイスと、ルータ上の合法的傍受に
ついて知っておく必要があるシステム管理者に制限されます。MIB にアクセスするには、ルー
タ上でレベル 15 のアクセス権がユーザに必要です。

Service Independent Intercept
シスコでは、サービス プロバイダー カスタマーの合法的傍受のサポート要件に対応するため、
Service Independent Intercept（SII）アーキテクチャを開発しました。SII アーキテクチャは、コンテ
ンツの傍受アクセス ポイント（IAP）として機能するシスコ機器とメディエーション デバイス間
に、明確に定義されたオープン インターフェイスを提供します。SII アーキテクチャのモジュラ
特性により、サービス プロバイダーは、特定のネットワーク要件と警察当局の収集機能へのイン
ターフェイスに対する地域的な標準ベースの要件とを満たす最適なメディエーション デバイスを
選択できます。
メディエーション デバイスは SNMPv3 を使用してコール接続（CC）IAP を指示し、CC を複製し
てメディエーション デバイスにコンテンツを送信します。CC IAP は、エッジ ルータまたは音声
のトランキング ゲートウェイのいずれか、およびエッジ ルータまたはデータのアクセス サーバ
のいずれかにできます。

（注）

Cisco cBR ルータは、合法的傍受トラフィックの暗号化をサポートしません。
セキュリティを強化し、SNMPv3 脆弱性を緩和するには、次のタスクが必要です。

信頼できるホストへのアクセス制限（暗号化なし）
SNMPv3 は、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方をサポートします。セキュリティ
モデルは、ユーザおよびユーザに属するグループに合わせて設定される認証方式です。セキュリ
ティレベルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティ
モデルとセキュリティ レベルの組み合わせによって、SNMP パケットを処理するときに適用され
るセキュリティ メカニズムが決定されます。
さらに、名前付きアクセス リストの SNMP サポート機能により、いくつかの SNMP コマンドに、
標準の名前付きアクセス コントロール リスト（ACL）へのサポートが追加されます。
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新しい SNMP グループ、または SNMP ユーザを SNMP ビューにマップするテーブルを設定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-servergroup コマンドを使用します。
access-list my-list permit ip host 10.10.10.1
snmp-server group my-group v3 auth access my-list

この例では、my-list という名前のアクセス リストは 10.10.10.1 以降の SNMP トラフィックのみ許
可します。次にこのアクセス リストは、my-group という名前の SNMP グループに適用されます。

合法的傍受の設定方法
ルータで合法的傍受をプロビジョニングするための直接のユーザ コマンドはありませんが、LI
MIB へのアクセスの有効化、SNMP 通知の設定など、いくつかの設定タスクを実行する必要があ
ります。ここでは、必要なタスクの実行方法について説明します。

合法的傍受 MIB の制限付き SNMP ビューの作成
ユーザを作成して、シスコの合法的傍受 MIB を含む SNMP ビューに割り当てるには、ここに示す
手順を実行します。

はじめる前に
• コマンドは、レベル 15 のアクセス権で、グローバル コンフィギュレーション モードで実行
する必要があります。
• デバイスで SNMPv3 が設定されている必要があります。

手順

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

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

Cisco cBR コンバージド ブロードバンド ルータ DOCSIS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

snmp-serverview view-name MIB-name
included

CISCO-TAP2-MIB を含む SNMP ビューを
作成します（ここで、exampleView は、
MIB に対して作成するビューの名前で
す）。

例：
Device(config)# snmp-server view
exampleView ciscoTap2MIB included

• この MIB は、通常とブロードバンド
の両方の合法的傍受に必要です。

ステップ 4

snmp-serverview view-name MIB-name
included

CISCO-IP-TAP-MIB を SNMP ビューに追
加します。

例：
Device(config)# snmp-server view
exampleView ciscoIpTapMIB included

ステップ 5

snmp-serverview view-name MIB-name
included

CISCO-802-TAP-MIB を SNMP ビューに
追加します。

例：
Device(config)# snmp-server view
exampleView cisco802TapMIB included

ステップ 6

snmp-servergroup group-name v3
LI MIB ビューにアクセス可能な SNMP
noauthread view-name write view-name ユーザ グループを作成し、グループの
ビューに対するアクセス権を定義します。
例：
Device(config)# snmp-server group
exampleGroup v3 noauth read
exampleView write exampleView

ステップ 7

snmp-server user user-name group-name 指定したユーザ グループにユーザを追加
v3authmd5 auth-password
します。
例：
Device(config)# snmp-server user
exampleUser exampleGroup v3 auth md5
examplePassword

ステップ 8

end

現在の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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次の作業
これで仲介デバイスは合法的傍受 MIB にアクセスし、SNMP の set および get 要求を発行して、
ルータ上で合法的傍受を設定および実行できるようになります。ルータがメディエーション デバ
イスに SNMP 通知を送信するよう設定する方法については、「合法的傍受のための SNMP 通知の
イネーブル化」を参照してください。

合法的傍受のための SNMP 通知のイネーブル化
SNMP は、合法的傍受イベントについての通知を自動的に生成します。合法的傍受通知をメディ
エーション デバイスに送信するようにルータを設定するには、ここに示す手順を実行します。

はじめる前に
• コマンドは、レベル 15 のアクセス権で、グローバル コンフィギュレーション モードで実行
する必要があります。
• ルータで SNMPv3 が設定されている必要があります。

手順
コマンドまたはアクション
enable
ス
テッ
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）。

configure terminal
ス
テッ
プ 2 例：
Device# configure terminal

snmp-serverhost ip-address community-stringudp-port port notification-type
ス
テッ
プ 3 例：
Device(config)# snmp-server 10.2.2.1 community-string udp-port 161 udp

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。
メディエー
ション デバイ
スの IP アドレ
スと、通知要
求とともに送
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コマンドまたはアクション

目的
信されるパス
ワードに似た
コミュニティ
ストリングを
指定します。
• 合法的傍
受では、
udp-port
は 162
（SNMP
のデフォ
ルト）で
はなく
161 とす
る必要が
ありま
す。

snmp-serverenabletrapssnmpauthenticationlinkuplinkdowncoldstartwarmstart RFC 1157 通知
ス
テッ
をメディエー
プ 4 例：
ション デバイ
スに送信する
Device(config)# snmp-server enable traps snmp authentication linkup
linkdown coldstart warmstart
ようにルータ
を設定しま
す。
• これらの
通知は、
認証の失
敗、リン
ク ステー
タス
（アップ
またはダ
ウン）、
および
ルータ再
起動を示
します。
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コマンドまたはアクション

目的

end
ス
テッ
プ 5 例：

現在のコン
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)# end

SNMP 通知のディセーブル
ルータ上で SNMP 通知をディセーブルにするには、ここに示す手順を実行します。

（注）

合法的傍受通知をディセーブルにするには、SNMPv3 を使用して CISCO-TAP2-MIB オブジェ
クト cTap2MediationNotificationEnable を false(2) に設定します。SNMPv3 を通じて合法的傍受
の通知を再度イネーブルにするには、オブジェクトに true（1）を再設定します。

手順

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

nosnmp-serverenabletraps

システムで使用可能なすべての SNMP 通知タ
イプをディセーブルにします。

例：
Device(config)# no snmp-server
enable traps
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

end

現在の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

SNMPv3 によるケーブル モデムの MAC インターセプトのプロビジョニ
ング
1 c802tapStreamInterface オブジェクトを設定します。
2 c802tapStreamFields オブジェクトに次のビット フラグを設定します。
• dstMacAddress（ビット 1）
• srcMacAddress（ビット 2）
• cmMacAddress（ビット 6）：cmMacAddress ビット フィールドはケーブル モデム サポー
トのために新しく導入されました。インターセプトが CPE ベース インターセプトまたは
CM ベース インターセプトかを決定します。
3 同じ CM MAC アドレス値により次のオブジェクトを設定します。
• c802tapStreamDestinationAddress
• c802tapStreamSourceAddress

SNMPv3 による CPE デバイスの MAC インターセプトのプロビジョニン
グ
1 c802tapStreamInterface オブジェクトを設定します。
2 c802tapStreamFields オブジェクトに次のビット フラグを設定します。
• dstMacAddress（ビット 1）
• srcMacAddress（ビット 2）
3 同じ CPE MAC アドレス値により次のオブジェクトを設定します。
• c802tapStreamDestinationAddress
• c802tapStreamSourceAddress
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合法的傍受の設定例
例：メディエーション デバイス アクセスの合法的傍受 MIB の有効化
次に、メディエーション デバイスが合法的傍受 MIB にアクセスできるようにする例を示します。
この例では、4 つの LI MIB（CISCO-TAP2-MIB、CISCO-IP-TAP-MIB、CISCO-802-TAP-MIB、
CISCO-USER-CONNECTION-TAP-MIB）を含む SNMP ビュー（tapV）を作成します。また、tapV
ビュー内の MIB に読み込み、書き込み、通知アクセス可能なユーザ グループも作成します。
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

view tapV ciscoTap2MIB included
view tapV ciscoIpTapMIB included
view tapV cisco802TapMIB included
view tapV ciscoUserConnectionTapMIB included
group tapGrp v3 noauth read tapV write tapV notify tapV
user MDuser tapGrp v3 auth md5 MDpasswd
engineID local 1234

例：合法的傍受の設定（冗長仲介デバイス）
合法的傍受を設定するには、SNMPv3 を使用します。次の例は、2 つの MD を傍受する 2 つの同
一タップを設定するための SNMP コンフィギュレーション コマンド セットを示しています。
• MD1 を設定します。
setany -v3 -timeout 30 -retries 3 10.12.0.34 user1 \
cTap2MediationStatus.1 -i 4 \
cTap2MediationDestAddressType.1 -i 1 \
cTap2MediationTimeout.1 -o 07:E0:04:01:B:15:1A:0 \
cTap2MediationTransport.1 -i 1 \
cTap2MediationSrcInterface.1 -i 0 \
cTap2MediationDestAddress.1 -o 0a:0a:00:35 \
cTap2MediationDestPort.1 -g 63

• CM タップを設定します。
setany -v3 -timeout 30 -retries 3 10.12.0.34 user1 \
c802tapStreamStatus.1.2 -i 4 \
c802tapStreamFields.1.2 -o 62 \
c802tapStreamInterface.1.2 -i -1 \
c802tapStreamDestinationAddress.1.2 -o "c8 fb 26 a5 55 98" \
c802tapStreamSourceAddress.1.2 -o "c8 fb 26 a5 55 98"
setany -v3 -timeout 30 -retries 3 10.12.0.34 user1 \
cTap2StreamStatus.1.2 -i 5 \
cTap2StreamType.1.2 -i 2 \
cTap2StreamInterceptEnable.1.2 -i 1 \
cTap2StreamStatus.1.2 -i 4

• MD2 を設定します。
setany -v3 -timeout 30 -retries 3 10.12.0.34 user1 \
cTap2MediationStatus.2 -i 4 \
cTap2MediationDestAddressType.2 -i 1 \
cTap2MediationTimeout.2 -o 07:E0:03:03:7:15:1A:0 \
cTap2MediationTransport.2 -i 1 \
cTap2MediationSrcInterface.2 -i 0 \
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cTap2MediationDestAddress.2 -o 0a:0a:00:06 \
cTap2MediationDestPort.2 -g 63

• CM タップを設定します。
setany -v3 -timeout 30 -retries 3 10.12.0.34 user1 \
c802tapStreamStatus.2.2 -i 4 \
c802tapStreamFields.2.2 -o 62 \
c802tapStreamInterface.2.2 -i -1 \
c802tapStreamDestinationAddress.2.2 -o "c8 fb 26 a5 55 98" \
c802tapStreamSourceAddress.2.2 -o "c8 fb 26 a5 55 98"
setany -v3 -timeout 30 -retries 3 10.12.0.34 user1 \
cTap2StreamStatus.2.2 -i 5 \
cTap2StreamType.2.2 -i 2 \
cTap2StreamInterceptEnable.2.2 -i 1 \
cTap2StreamStatus.2.2 -i 4

• 傍受されたパケット数を取得します。
getmany -v3 -timeout 30 -retries 3 10.12.0.34 user1 \
cTap2StreamInterceptedPackets

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』

SNMP サポートの設定

『Configuring SNMP Support』

セキュリティ コマンド

『Cisco IOS Security Command Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

PacketCable™ コントロール ポイント検出イン
ターフェイス仕様

『PacketCable™ Control Point Discovery Interface
Specification』（PKT-SP-CPD-I02-061013）

RFC-3924

『Cisco Architecture for Lawful Intercept in IP
Networks』
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MIB
MIB

MIB のリンク

• CISCO-802-TAP-MIB

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。

• CISCO-USER-CONNECTION-TAP-MIB

http://www.cisco.com/go/mibs

• CISCO-TAP2-MIB
• CISCO-IP-TAP-MIB

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。

合法的傍受に関する機能情報
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。
Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウ
ントは必要ありません。

（注）

次の表は、特定のソフトウェア 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 リリースのみを示しています。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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表 2：合法的傍受に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

合法的傍受（冗長仲介デバイ
ス）

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

この機能が Cisco cBR シリーズ
コンバージド ブロードバンド
ルータ上の Cisco IOS XE Everest
16.6.1 に統合されました。
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