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ファイアウォールおよびNAT対応の Sun RPC ALGサポート機能により、ファイアウォールおよ
びネットワークアドレス変換（NAT）における Sun Microsystemsリモートプロシージャコール
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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。
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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にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トに関する制約事項

•リリースによっては、CiscoASR1000アグリゲーションサービスルータで次の設定が動作し
ないものがあります。レイヤ 4またはレイヤ 7クラスマップの検査アクションを設定した
場合、ポートマッパープロトコルのwell-knownポート（111）に一致するパケットが、レイ
ヤ 7インスペクションなしでファイアウォールを通過します。レイヤ 7インスペクションが
行われない場合、トラフィックフロー用にファイアウォールピンホールが開かれず、Sunリ
モートプロシージャコール（RPC）がファイアウォールによってブロックされます。回避
策として、Sun RPCプログラム番号に match program-numberコマンドを設定します。

•ポートマッパープロトコルバージョン 2のみがサポートされます。他のバージョンはいず
れもサポートされません。

• RPCバージョン 2のみサポートされます。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トについて

アプリケーションレベルゲートウェイ

アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、アプリケーション層ゲートウェイとも呼ば
れ、アプリケーションパケットのペイロード内の IPアドレス情報を変換するアプリケーションで
す。 ALGはアプリケーション層プロトコルを解釈し、ファイアウォールおよびネットワークア
ドレス変換（NAT）アクションを実行するために使用されます。これらのアクションは、ファイ
アウォールおよび NATの設定に応じた次の 1つ以上のアクションです。

•ダイナミック TCPまたは UDPポートを使用したサーバアプリケーションとの通信をクライ
アントアプリケーションに許可します。

•アプリケーション固有のコマンドを認識し、それらのコマンドに対するきめ細かなセキュリ
ティ制御を提供します。

•データ交換を行う 2台のホスト間のデータの複数のストリームまたはセッションを同期しま
す。

•アプリケーションペイロードで使用可能なネットワーク層アドレス情報を変換します。
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ファイアウォールがピンホールを開き、NATは、アプリケーション層データストリームで送信元
および宛先 IPアドレスを伝送しない TCPまたは UDPトラフィックで変換サービスを実行しま
す。 IPアドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションには、ALGのサポート
が必要です。

Sun RPC
Sunリモートプロシージャコール（RPC）アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）は、
SunRPCプロトコルのディープパケットインスペクションを実行します。SunRPCALGは、ネッ
トワーク管理者に一致フィルタの設定を許可するプロビジョニングシステムと連携します。各一

致フィルタで、SunRPCパケット内で検索される一致基準が定義され、その基準に一致するパケッ
トのみが許可されます。

RPCでは、クライアントプログラムは、サーバプログラム内のプロシージャを呼び出します。
RPCライブラリは、プロシージャ引数をネットワークメッセージ内にパッケージ化し、メッセー
ジをサーバに送信します。次にサーバは、RPCライブラリを使用して、ネットワークメッセージ
からプロシージャ引数を取り出し、指定されたサーバプロシージャを呼び出します。サーバプ

ロシージャがRPCに戻ると、戻り値がネットワークメッセージ内にパッケージ化され、クライア
ントに送り返されます。

SunRPCプロトコルの詳細については、RFC1057、『RPC:RemoteProcedureCall Protocol Specification
Version 2』を参照してください。

ファイアウォール対応の Sun RPC ALG サポート

ポリシーとクラスマップを使用して作成される、ゾーンベースのファイアウォールを使用して

SunRPCALGを設定できます。レイヤ 7クラスマップによって、ネットワーク管理者に一致フィ
ルタの設定が許可されます。このフィルタでは、Sun RPCパケット内で検索するプログラム番号
を指定します。 Sun RPCレイヤ 7ポリシーマップは、service-policyコマンドにより、レイヤ 4ポ
リシーマップの子ポリシーとして設定します。

レイヤ 7ファイアウォールポリシーを設定しないで Sun RPCレイヤ 4クラスマップを設定する
と、Sun RPCにより戻されるトラフィックはファイアウォールを通過しますが、セッションはレ
イヤ7で検査されません。セッションが検査されないため、後続のRPC呼び出しがファイアウォー
ルによってブロックされます。 Sun RPCレイヤ 4クラスマップおよびレイヤ 7ポリシーを設定す
ると、レイヤ 7インスペクションが使用できるようになります。一致フィルタを持たないポリ
シーである、空のレイヤ 7ファイアウォールポリシーを設定できます。

NAT 対応の Sun RPC ALG サポート

デフォルトでは、ネットワークアドレス変換（NAT）をイネーブルにすると、Sun RPCALGが自
動的にイネーブルになります。NATにおいて Sun RPCALGをディセーブルにするには、no ip nat
service algコマンドを使用します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR 1000）
3

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポート
Sun RPC



ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの設定方法

ファイアウォールおよびNATがイネーブルの場合にSunRPCを動作させるには、ALGでSunRPC
パケットを検査する必要があります。また ALGでは、ダイナミックファイアウォールセッショ
ンの確立、NAT変換後のパケットコンテンツの修正など、Sun RPC固有の問題も処理します。

Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定
Sun RPCプロトコルに検索アクションを設定している場合（match protocol sunrpcコマンドをレ
イヤ 4クラスマップに指定している場合）、レイヤ 7 Sunリモートプロシージャコール（RPC）
ポリシーマップを設定する必要があります

セキュリティゾーンと検査ルールの両方を同じインターフェイスに設定しないでください。この

設定は機能しない場合があります。

Sun RPC ALG対応のファイアウォールを設定するには、次の作業を実行します。

ファイアウォールポリシー対応のレイヤ 4 クラスマップの設定
ネットワークトラフィックを分類するためのレイヤ 4クラスマップを設定するには、この作業を
実行します。match-allキーワードを class-map type inspectコマンドに指定すると、Sun RPCトラ
フィックは、クラスマップ内のすべての Sunリモートプロシージャコール（RPC）レイヤ 7フィ
ルタ（プログラム番号により指定）に一致します。match-anyキーワードを class-map type inspect
に指定した場合、Sun RPCトラフィックでは、クラスマップ内の 1つ以上の Sun RPCレイヤ 7
フィルタ（プログラム番号により指定）に一致する必要があります。

レイヤ 4クラスマップを設定するには、class-map type inspect {match-any | match-all}
classm-map-nameコマンドを使用します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. class-map type inspect {match-any | match-all} class-map-name
4. match protocol protocol-name
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 4検査タイプクラスマップを作成し、QoSク
ラスマップコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

class-map type inspect {match-any |
match-all} class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sunrpc-l4-cmap

ステップ 3   

指定したプロトコルに基づいてクラスマップの一致基

準を設定します。

match protocol protocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
sunrpc

ステップ 4   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを
終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 5   

ファイアウォールポリシー対応のレイヤ 7 クラスマップの設定
ネットワークトラフィックを分類するためのレイヤ 7クラスマップを設定するには、この作業を
実行します。この設定により、Sun RPCを使用する、マウント（100005）やネットワークファイ
ルシステム（NFS）（100003）などのプログラムがイネーブルになります。100005および100003
は Sun RPCプログラムの番号です。デフォルトでは、Sun RPC ALGはすべてのプログラムをブ
ロックします。

SunRPCプログラムおよびプログラム番号の詳細については、RFC1057、『RPC:RemoteProcedure
Call Protocol Specification Version 2』を参照してください。

レイヤ 7クラスマップを設定するには、class-map type inspect protocol-nameコマンドを使用しま
す。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR 1000）
5

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポート
Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定



手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. class-map type inspect protocol-name {match-any | match-all} class-map-name
4. match program-number program-number
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ7（アプリケーション固有）検査タイプクラス
マップを作成し、QoSクラスマップコンフィギュレー
ションモードを開始します。

class-map type inspect protocol-name
{match-any | match-all} class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap

ステップ 3   

許可する RPCプロトコルプログラム番号を一致基準
として指定します。

match program-number program-number

例：
Device(config-cmap)# match program-number
100005

ステップ 4   

QoSクラスマップコンフィギュレーションモードを
終了し、特権 EXECモードを開始します。

end

例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 5   

Sun RPC ファイアウォールポリシーマップの設定
Sunリモートプロシージャコール（RPC）ファイアウォールポリシーマップを設定するには、こ
の作業を実行します。ポリシーマップを使用して、レイヤ 7ファイアウォールポリシーのクラ
スマップで定義する Sun RPCレイヤ 7クラスごとにパケット転送を許可します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect protocol-name policy-map-name
4. class type inspect protocol-name class-map-name
5. allow
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 7（プロトコル固有）検査タイプポリシーマッ
プを作成し、QoSポリシーマップコンフィギュレー
ションモードを開始します。

policy-map type inspect protocol-name
policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
sunrpc sunrpc-l7-pmap

ステップ 3   

アクションを実行する対象のトラフィッククラスを指

定し、QoSポリシーマップクラスコンフィギュレー
ションモードを開始します。

class type inspect protocol-name
class-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
sunrpc sunrpc-l7-cmap

ステップ 4   

パケット転送を許可します。allow

例：
Device(config-pmap-c)# allow

ステップ 5   

QoSポリシーマップクラス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。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 6   
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レイヤ 4 ポリシーマップへのレイヤ 7 ポリシーマップの付加

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect policy-map-name
4. class {class-map-name | class-default}
5. inspect [parameter-map-name]
6. service-policy protocol-name policy-map-name
7. exit
8. class class-default
9. drop
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 4検査タイプポリシーマップを作成し、QoSポリ
シーマップコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type
inspect sunrpc-l4-pmap

ステップ 3   

アクションを実行する対象のクラスを関連付け、QoSポ
リシーマップクラスコンフィギュレーションモードを

開始します。

class {class-map-name | class-default}

例：
Device(config-pmap)# class
sunrpc-l4-cmap

ステップ 4   

ステートフルパケットインスペクションをイネーブルに

します。

inspect [parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

レイヤ 7ポリシーマップを最上位のレイヤ 4ポリシー
マップに付加します。

service-policy protocol-name
policy-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
sunrpc sunrpc-l7-pmap

ステップ 6   

QoSポリシーマップクラスコンフィギュレーションモー
ドを終了し、QoSポリシーマップコンフィギュレーショ
ンモードに戻ります。

exit

例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 7   

ポリシーを設定する前にデフォルトクラス（一般的にク

ラスデフォルトクラスと呼ばれます）を指定し、QoSポ
class class-default

例：
Device(config-pmap)# class
class-default

ステップ 8   

リシーマップクラスコンフィギュレーションモードを

開始します。

特定のクラスに属するパケットを廃棄するトラフィック

クラスを設定します。

drop

例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 9   

QoSポリシーマップクラス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。

end

例：
Device(config-pmap-c)# end

ステップ 10   

セキュリティゾーンとゾーンペアの作成、およびゾーンペアへのポリシーマップ

の付加

ゾーンペアを作成するには、2つのセキュリティゾーンが必要です。ただし、1つのセキュリ
ティゾーンのみ作成でき、もう 1つのセキュリティゾーンはシステム定義のセキュリティゾー
ンにすることができます。システム定義のセキュリティゾーンまたはセルフゾーンを作成する

には、selfキーワードを指定した zone-pair securityコマンドを設定します。

セルフゾーンを選択する場合、検査アクションは設定できません。（注）

この作業では、次のことを行います。

•セキュリティゾーンを作成します。

•ゾーンペアを定義します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR 1000）
9

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポート
Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定



•セキュリティゾーンにインターフェイスを割り当てます。

•ポリシーマップをゾーンペアに付加します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. zone security {zone-name | default}
4. exit
5. zone security {zone-name | default}
6. exit
7. zone-pair security zone-pair-name source source-zone-name destination destination-zone-name
8. service-policy type inspect policy-map-name
9. exit
10. interface type number
11. ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name]]
12. zone-member security zone-name
13. exit
14. interface type number
15. ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name]]
16. zone-member security zone-name
17. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーンコン

フィギュレーションモードを開始します。

zone security {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security z-client

ステップ 3   

•設定には、ゾーンペアを作成するために、送信元ゾー
ンと宛先ゾーンの 2つのセキュリティゾーンが必要
です。
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目的コマンドまたはアクション

•ゾーンペアでは、送信元ゾーンまたは宛先ゾーンと
して、デフォルトゾーンまたはセルフゾーンを使用

できます。

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

セキュリティゾーンを作成し、セキュリティゾーンコン

フィギュレーションモードを開始します。

zone security {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security z-server

ステップ 5   

•設定には、ゾーンペアを作成するために、送信元ゾー
ンと宛先ゾーンの 2つのセキュリティゾーンが必要
です。

•ゾーンペアでは、送信元ゾーンまたは宛先ゾーンと
して、デフォルトゾーンを使用できます。

セキュリティゾーンコンフィギュレーションモードを終

了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、セキュリティゾーンペアコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

zone-pair security zone-pair-name source
source-zone-name destination
destination-zone-name

ステップ 7   

例：
Device(config)# zone-pair security
clt2srv source z-client destination
z-server

ファイアウォールポリシーマップをゾーンペアに付加し

ます。

service-policy type inspect
policy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
sunrpc-l4-pmap

ステップ 8   

セキュリティゾーンペアコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモードに

戻ります。

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface type number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/0/0

ステップ 10   

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまたは
セカンダリ IPアドレスを設定します。

ip address ip-address mask [secondary
[vrf vrf-name]]

例：
Device(config-if)# ip address
192.168.6.5 255.255.255.0

ステップ 11   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチしま

す。

zone-member security zone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security
z-client

ステップ 12   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 13   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface type number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/1/1

ステップ 14   

インターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまたは
セカンダリ IPアドレスを設定します。

ip address ip-address mask [secondary
[vrf vrf-name]]

例：
Device(config-if)# ip address
192.168.6.1 255.255.255.0

ステップ 15   

インターフェイスをセキュリティゾーンにアタッチしま

す。

zone-member security zone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security
z-server

ステップ 16   

インターフェイス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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 17   
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ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの設定例

例：ファイアウォールポリシー対応のレイヤ 4 クラスマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect match-any sunrpc-l4-cmap
Device(config-cmap)# match protocol sunrpc
Device(config-cmap)# end

例：ファイアウォールポリシー対応のレイヤ 7 クラスマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap
Device(config-cmap)# match program-number 100005
Device(config-cmap)# end

例：Sun RPC ファイアウォールポリシーマップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map type inspect sunrpc sunrpc-l7-pmap
Device(config-pmap)# class type inspect sunrpc sunrpc-l7-cmap
Device(config-pmap-c)# allow
Device(config-pmap-c)# end

例：レイヤ 4 ポリシーマップへのレイヤ 7 ポリシーマップの付加
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map type inspect sunrpcl4-pmap
Device(config-pmap)# class sunrpcl4-cmap
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# service-policy sunrpc sunrpc-l7-pmap
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
Device(config-pmap-c)# end

例：セキュリティゾーンとゾーンペアの作成、およびゾーンペアへ

のポリシーマップの付加
Device# configure terminal
Device(config)# zone security z-client
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z-server
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap
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Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 2/0/0
Device(config-if)# ip address 192.168.6.5 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security z-client
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 2/1/1
Device(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security z-server
Device(config-if)# end

例：Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定
次に、Sunリモートプロシージャコール（RPC）アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）
サポートのファイアウォール設定の例を示します。

class-map type inspect sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap
match program-number 100005
!
class-map type inspect match-any sunrpc-l4-cmap
match protocol sunrpc
!
!
policy-map type inspect sunrpc sunrpc-l7-pmap
class type inspect sunrpc sunrpc-l7-cmap
allow

!
!
policy-map type inspect sunrpc-l4-pmap
class type inspect sunrpc-l4-cmap
inspect
service-policy sunrpc sunrpc-l7-pmap

!
class class-default
drop

!
!
zone security z-client
!
zone security z-server
!
zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap
!
interface GigabitEthernet 2/0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
zone-member security z-client
!
interface GigabitEthernet 2/1/1
ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
zone-member security z-server
!
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ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トに関するその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IP Addressing Services Command Reference』IPアドレッシングコマンド

•『Security Command Reference: Commands A to C』

•『Security Command Reference: Commands D to L』

•『Security Command Reference: Commands M to R』

•『Security Command Reference: Commands S to Z』

セキュリティコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification
Version 2』

RFC 1057

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートおよびドキュメンテーション

Webサイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンラインリ

ソースを提供しています。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、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だけを

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。

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にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1：ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの機能情報

機能情報リリース機能名

ファイアウォールおよび NAT対応の Sun
RPC ALGサポート機能は、ファイア
ウォールおよび NATにおける Sun RPC
ALGのサポートを追加します。

matchprotocolコマンドが導入または変更
されました。

Cisco IOS XE Release
3.2S

ファイアウォールおよび NAT
対応の Sun RPC ALGサポート
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