ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
このモジュールでは、ゾーンと呼ばれるインターフェイス グループの間の Cisco 単方向ファイア
ウォール ポリシーについて説明します。 Cisco 単方向ファイアウォール ポリシーがリリースさ
れるまでは、Cisco ファイアウォールはインターフェイス上の検査ルールとしてのみ設定されて
いました。 設定されたインターフェイスを出入りするトラフィックは、検査ルールが適用され
る方向に基づいて検査されました。
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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。 最新の注意事項と機能情報については、Bug Search Tool およびご使用の
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、このモジュー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。
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ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの前提条件
• ゾーンを作成する前に、ゾーンの構成について検討する必要があります。 一般的なガイドラ
インは、セキュリティの観点から同様の性質をもつインターフェイスをグループにすること
です。
• ご使用のリリースによっては、Wide Area Application Services（WAAS）および Cisco ファイ
アウォールの相互運用性機能を使用できます。

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの前提条件
• コンフィギュレーションにセキュリティ ゾーンとインターフェイス上の検査ルール（以前の
手法）の両方を含めても機能する可能性はありますが、そのようなコンフィギュレーション
は推奨されません。
• ご使用のリリースによっては、ネストされたクラスマップコンフィギュレーション内のmatch
ステートメントについて、show policy-map type inspect zone-pair コマンド出力の累積カウン
タは増加しません。 このカウンタに関する問題は、トップレベル クラス マップで match-any
と match-all のいずれのキーワードが使用されているかに関係なく存在します。 詳細につい
ては、「例：クラス マップのプロトコル一致データが増加しない」の項を参照してくださ
い。
• ご使用のリリースによっては、クラス マップでのインスペクション用にシンプル メール転
送プロトコル（SMTP）が設定されている場合、インスペクション用の拡張 SMTP（ESMTP）
を設定する必要があるとき、match protocol smtp extended コマンドを追加する前に no match
protocol smtp コマンドを入力する必要があります。 通常の SMTP インスペクションに戻す
には、no match protocol smtp extended コマンドを使用してから match protocol smtp コマン
ドを入力します。 これらのコマンドが適切な順序で設定されていない場合は、次のエラーが
表示されます。
%Cannot add this filter. Remove match protocol smtp filter and then add this filter.

• WAAS および Cisco ファイアウォール コンフィギュレーションでは、Web Cache Coordination
Protocol（WCCP）をサポートするために、Wide Area Application Engine（WAE）デバイスに
よって処理されるすべてのパケットは両方向で Cisco ファイアウォールを通過する必要があ
ります。 ご使用のリリースによっては、レイヤ 2 リダイレクトが使用できないためにこの状
況が発生します。 レイヤ 2 リダイレクトが WAE で設定されている場合、システムはデフォ
ルトで、総称ルーティング カプセル化（GRE）リダイレクトを続行させます。
• 内部から外部へのゾーン ベース ポリシーが、Windows システムでのインターネット制御メッ
セージ プロトコル（ICMP）と一致するよう設定されている場合は、traceroute コマンドが機
能します。 ただし、Apple システムでは、UDP ベースの traceroute を使用しているため、こ
の同じ設定は機能しません。 この問題を解決するには、icmp time-exceeded コマンドと icmp
host unreachable コマンドを pass コマンド（inspect コマンドではなく）とともに使用して外
部から内部へのゾーンベース ポリシーを設定します。
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• WAAS および Cisco ファイアウォール コンフィギュレーションでは、WCCP はポリシーベー
ス ルーティング（PBR）を使用したトラフィック リダイレクトをサポートしません。
• マルチキャスト トラフィックのステートフル インスペクション サポートは、セルフ ゾーン
を含むいずれのゾーン間でもサポートされません。 マルチキャスト トラフィックに対する
コントロール プレーンの保護には、コントロール プレーン ポリシングを使用します。
• UDP ベースの traceroute は、ICMP インスペクションではサポートされません。
• GRE およびカプセル化セキュリティ ペイロード（ESP）プロトコル トラフィックがゾーン
ベース ポリシー ファイアウォールを通過することを許可するには、pass コマンドを使用す
る必要があります。 GRE および ESP プロトコルはステートフル インスペクションをサポー
トしておらず、inspect コマンドを使用する場合、これらのプロトコルのトラフィックはド
ロップされます。

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールについて
トップレベルのクラス マップとポリシー マップ
トップレベル クラス マップでは、高レベルでトラフィック ストリームを識別できます。 トラ
フィック ストリームの識別は、match access-group コマンドと match protocol コマンドによって
実現されます。 トップレベル クラス マップは、レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップとも呼ば
れます。
トップレベル ポリシー マップでは、inspect、drop、pass、および urlfilter キーワードを使用して
高レベルのアクションを定義できます。 マップをターゲット（ゾーン ペア）に付加できます。

（注）

ゾーン ペアで設定できるのは、検査タイプのポリシーだけです。
CSCto44113 修正に伴い、access-group match コマンドを設定する場合は、レイヤ 4 ポリシー マッ
プのみがファイアウォールによって検査されます。 この修正の前は、access-group match コマン
ドが設定されている場合、レイヤ 4 およびレイヤ 7 ポリシー マップの両方が検査されていまし
た。

アプリケーション固有のクラス マップとポリシー マップ
アプリケーション固有クラスマップを使用すると、特定のプロトコルの属性に基づいてトラフィッ
クを識別できます。 これらのクラス マップの一致基準はすべて、ある特定のアプリケーション
（HTTP や SMTP など）のみに適用されます。 アプリケーション固有クラス マップは追加のサブ
タイプ（通常はタイプ inspect にプロトコル名（HTTP や SMTP）を加えたもの）によって識別さ
れます。
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アプリケーション固有ポリシーマップは、アプリケーションプロトコルのポリシーを指定するた
めに使用します。 たとえば、Unique Resource Identifier（URI）の長さが 256 バイトを超える HTTP
トラフィックをドロップする場合は、HTTP ポリシー マップを設定する必要があります。 アプリ
ケーション固有ポリシー マップはターゲット（ゾーン ペア）に直接付加できません。 これらは、
トップレベルのレイヤ 3 またはレイヤ 4 ポリシー マップの「子」ポリシーとして設定する必要が
あります。

ゾーンの概要
ゾーンとは、同様の機能を果たすインターフェイスのグループです。 ゾーンによって、Cisco ファ
イアウォールを適用する場所を指定する方法が提供されます。
たとえば、デバイスで、ギガビット イーサネット インターフェイス 0/0/0 とギガビット イーサ
ネット インターフェイス 0/0/1 をローカル LAN に接続できるとします。 これら 2 つのインター
フェイスは、内部ネットワークを表している点で同類です。したがって、ファイアウォール設定
でゾーンとしてグループ化できます。
デフォルトでは、同じゾーン内のインターフェイス間のトラフィックはポリシーには従わず、自
由に通過します。 ファイアウォール ゾーンはセキュリティ機能に使用されます。

（注）

ゾーンは、異なる VPN ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスのインターフェイスま
では拡大できません。
ゾーン ベース ポリシー ファイアウォールが TCP キープアライブ トラフィックでイネーブルに
なっており、ファイアウォールの背後にあるホストが異常切断された場合、TCP キープアライブ
は、設定された TCP タイムアウトが終了したときにのみ機能します。 ウィンドウ外リセット
（RST）パケットを受信すると、ファイアウォールは空の確認応答（ACK）パケットを RST パ
ケットの発信側に送信します。 この ACK には、ファイアウォール セッションからの現在のシー
ケンス（SEQ）および ACK 番号が含まれています。 この ACK を受信すると、クライアントは
ACK パケットの ACK 番号に等しい SEQ 番号が含まれた RST パケットを送信します。 ファイア
ウォールは、この RST パケットを処理し、ファイアウォール セッションをクリアし、RST パケッ
トを渡します。

セキュリティ ゾーン
セキュリティ ゾーンとは、ポリシーを適用できるインターフェイスのグループです。
インターフェイスをゾーンにグループ化するには、次の 2 つの手順を実行します。
• インターフェイスを付加できるようにゾーンを作成します。
• インターフェイスを特定のゾーンのメンバーとなるように設定します。
デフォルトでは、トラフィックは、同じゾーンのメンバーであるインターフェイス間を通ります。
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インターフェイスがセキュリティ ゾーンのメンバーである場合、そのインターフェイスと、別の
ゾーン内のインターフェイスとの間のすべてのトラフィック（デバイス宛またはデバイス発信の
トラフィックを除く）はデフォルトでドロップされます。ゾーンメンバーインターフェイスと別
のインターフェイスとの間の両方向のトラフィックを許可するには、そのゾーンをゾーン ペアの
一部にして、そのゾーン ペアにポリシーを適用する必要があります。 ポリシーで、inspect また
は pass アクションを通してトラフィックが許可されると、トラフィックはインターフェイスを通
過します。
ゾーンを設定する際に検討する基本ルールは次のとおりです。
• ゾーン インターフェイスからゾーン外のインターフェイスへのトラフィックまたはゾーン外
のインターフェイスからゾーン インターフェイスへのトラフィックは常にドロップされま
す。ただし、デフォルト ゾーンがイネーブルになっている場合を除きます（デフォルト ゾー
ンはゾーン外のインターフェイスです）。
• 2 つのゾーン インターフェイス間のトラフィックは、各ゾーンにゾーン ペアの関係があるか
どうか、およびそのゾーン ペアにポリシーが設定されているかどうかが検査されます。
• デフォルトでは、同じゾーン内の 2 つのインターフェイス間のすべてのトラフィックは、常
に許可されます。
• ゾーン ペアは、ゾーンを送信元ゾーンおよび宛先ゾーンの両方として設定できます。 この
ゾーン ペアで検査ポリシーを設定して、同じゾーン内の 2 つのインターフェイス間のトラ
フィックを検査またはドロップできます。
• インターフェイスをゾーンとレガシー検査ポリシーの両方に同時に所属させることはできま
せん。
• インターフェイスがメンバーになれるのは、1 つのセキュリティ ゾーンだけです。
• インターフェイスがセキュリティ ゾーンのメンバーの場合、そのゾーンを含むゾーン ペア
で明示的なゾーン間ポリシーを設定しない限り、方向に関係なくそのインターフェイスを通
過するすべてのトラフィックがブロックされます。
• トラフィックは、セキュリティ ゾーンのメンバーであるインターフェイスとセキュリティ
ゾーンのメンバーではないインターフェイスの間では通過できません。これは、ポリシーは
2 つのゾーンだけで適用できるからです。
• トラフィックがデバイスのすべてのインターフェイスを通過するようにするには、すべての
インターフェイスは 1 つのセキュリティ ゾーンまたは別のゾーンのメンバーでなければなり
ません。 インターフェイスをセキュリティ ゾーンのメンバーにした後、inspect や pass など
のポリシー アクションによってパケットを明示的に許可する必要があるため、このことは特
に重要です。 それ以外の場合、パケットはドロップされます。
• デバイスのインターフェイスをセキュリティ ゾーンまたはファイアウォール ポリシーに所
属させることができない場合、そのインターフェイスをセキュリティ ゾーンに追加し、その
ゾーンとトラフィック フローの対象となる他のゾーンとの間に、「すべて通過」ポリシー
（つまり、「ダミー」ポリシー）を設定する必要がある場合があります。
• セキュリティ ゾーン間またはゾーン ペアに対してアクセス コントロール リスト（ACL）を
適用することはできません。
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• セキュリティ ゾーンとゾーン ペアの間で ACL は適用できません。 トラフィックをドロップ
するには、ACL 設定をクラス マップに含め、ポリシー マップを使用します。
• ゾーン メンバーのインターフェイス上の ACL を制約的（厳密）にしないでください。
• セキュリティ ゾーン内のすべてのインターフェイスは、同じ VPN ルーティングおよび転送
（VRF）インスタンスに属している必要があります。
• メンバ インターフェイスが個別の VRF にあるセキュリティ ゾーン間でポリシーを設定でき
ます。 ただし、設定で許可されていない場合、これらの VRF 間をトラフィックは流れませ
ん。
• トラフィックが VRF 間を流れない場合（VRF 間のルートリークが設定されていないため）、
VRF 間のポリシーは実行されません。 これは、ポリシー側ではなく、ルーティング側の設定
の誤りです。
• 同じセキュリティ ゾーン内のインターフェイス間のトラフィックはポリシーには従わず、自
由に通過します。
• ゾーン ペアの送信元ゾーンおよび宛先ゾーンは、タイプ セキュリティのゾーンである必要
があります。
• 同じゾーンを送信元ゾーンと宛先ゾーンの両方として定義することはできません。
ポリシーは、トラフィックフローの最初のパケットに適用されます。最初のパケットが分類およ
び許可されると、トラフィックは、それ以上のパケット再分類なしでピア間を通過します（これ
は、最初の分類後に双方向トラフィック フローが許可されたことを意味します）。 ゾーン Z1 と
ゾーン Z2 間のゾーン ペアがあり、ゾーン Z2 とゾーン Z1 間のゾーン ペアはない場合、ゾーン Z2
から開始されたすべてのトラフィックはブロックされます。 ゾーン Z1 からゾーン Z2 へのトラ
フィックは、ゾーン ペアのポリシーに基づいて許可または拒否されます。
トラフィックがデバイスのすべてのインターフェイスを通過するようにするには、すべてのイン
ターフェイスはセキュリティゾーンまたはデフォルトゾーンのメンバーでなければなりません。
すべてのデバイスインターフェイスがセキュリティゾーンのメンバーである必要はありません。
下の図は、次のことを示しています。
• インターフェイス E0 と E1 はセキュリティ ゾーン Z1 のメンバーです。
• インターフェイス E2 は、セキュリティ ゾーン Z2 のメンバーです。
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• インターフェイス E3 は、どのセキュリティ ゾーンのメンバーでもありません。
図 1：セキュリティ ゾーンの制約

次の状況が存在します。
• ゾーン ペアとポリシーは、同じゾーンで設定されます。 Z1 と Z2 用のポリシーが設定されて
いない場合、トラフィックは E0 と E1 間を自由に通過しますが、E0 または E1 と E2 間は通
過しません。 このトラフィックを検査するためのゾーン ペアとポリシーを作成できます。
• ポリシーが設定されていない場合、他のインターフェイス間（E0 と E2、E1 と E2、E3 と
E1、および E3 と E2）でトラフィックは流れません。
• トラフィックを許可する明示的なポリシーがゾーン Z1 とゾーン Z2 間で設定されている場合
だけ、E0 または E1 と E2 間でトラフィックが流れます。
• デフォルト ゾーンがイネーブルで、ゾーン ペアがデフォルト ゾーンと他のゾーンとの間に
作成されている場合を除き、E3 と E0、E1、または E2 間をトラフィックが流れることはまっ
たくありません。

セキュリティ ゾーンのメンバーとしての仮想インターフェイス
仮想テンプレート インターフェイスは、特定の目的のため、または特定のユーザに共通のコン
フィギュレーションを定義するための汎用的なコンフィギュレーション情報と、デバイスに依存
した情報を組み合わせて設定された論理インターフェイスです。 このテンプレートには、仮想ア
クセス インターフェイスに適用される Cisco ソフトウェア インターフェイス コマンドが含まれま
す。 仮想テンプレート インターフェイスを設定するには、interface virtual-template コマンドを
使用します。
ゾーン メンバー情報は、RADIUS サーバから取得され、ダイナミックに作成されたインターフェ
イスがそのゾーンのメンバーになります。
zone-member security コマンドにより、ダイナミック インターフェイスを対応するゾーンに追加
します。
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ゾーン ペア
ゾーン ペアにより、2 つのセキュリティ ゾーン間で単方向のファイアウォール ポリシーを指定で
きます。
ゾーン ペアを定義するには、zone-pair security コマンドを使用します。 トラフィックの方向は、
送信元ゾーンと宛先ゾーンによって指定します。 ゾーン ペアの送信元ゾーンと宛先ゾーンはセ
キュリティ ゾーンである必要があります。
デフォルトまたはセルフ ゾーンを送信元ゾーンまたは宛先ゾーンとして選択できます。 セルフ
ゾーンは、メンバーとしてインターフェイスを持たないシステム定義のゾーンです。セルフゾー
ンを含むゾーン ペアは、関連付けられたポリシーとともに、デバイス宛のトラフィックまたはデ
バイスによって生成されたトラフィックに適用されます。 デバイスを経由するトラフィックには
適用されません。
ファイアウォールの最も一般的な用途は、デバイス経由のトラフィックに適用することです。し
たがって、少なくとも 2 つのゾーンが必要です（つまり、セルフ ゾーンは使用できません）。
ゾーンメンバーインターフェイス間のトラフィックを許可するには、そのゾーンと別のゾーン間
のトラフィックを許可（または検査）するポリシーを設定する必要があります。 ターゲットの
ゾーン ペアにファイアウォール ポリシー マップを付加するには、service-policy type inspect コマ
ンドを使用します。
下の図に、ゾーン Z1 からゾーン Z2 への方向に流れるトラフィック（つまり、入口インターフェ
イスがゾーン Z1 のメンバーで、出口インターフェイスがゾーン Z2 のメンバーであるトラフィッ
ク）にファイアウォール ポリシーを適用する例を示します。
図 2：ゾーン ペア

2 つのゾーンがあり、両方向（Z1 から Z2 への方向と Z2 から Z1 への方向）のトラフィックに対
するポリシーが必要な場合は、2 つのゾーン ペア（各方向について 1 つずつ）を設定する必要が
あります。
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ポリシーがゾーンペア間で設定されていない場合、トラフィックはドロップされます。ただし、
リターン トラフィックのためだけにゾーン ペアとサービス ポリシーを設定する必要はありませ
ん。 デフォルトでは、リターン トラフィックは許可されません。 サービス ポリシーがフォワー
ド方向のトラフィックを検査し、リターン トラフィックのゾーン ペアとサービス ポリシーがな
い場合、リターン トラフィックは検査されます。 サービス ポリシーがフォワード方向のトラ
フィックを渡し、リターン トラフィックのゾーン ペアとサービス ポリシーがない場合、リター
ン トラフィックはドロップされます。 いずれの場合も、リターン トラフィックを許可するには、
ゾーン ペアとサービス ポリシーを設定する必要があります。 上の図では、Z2 から Z1 へのリター
ン トラフィックを許可するために送信元 Z2、宛先 Z1 のゾーン ペアを設定することは必須ではあ
りません。 Z1 から Z2 ゾーンへのペアのサービス ポリシーが適用されます。
レガシー ファイアウォールは、デフォルトでルールまたはポリシーによって明示的に定義されて
いないパケットを許可するのに対し、ゾーンベース ファイアウォールは、ルールまたはポリシー
によって明示的に許可されていないパケットをドロップします。
ゾーンベースのファイアウォールは、ゾーン内部とゾーン外部の間を流れるトラフィックにより、
ゾーン内部で生成された断続的なインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）を処理する
場合、異なる動作をします。
セルフゾーンを送信元とするゾーンペア、およびゾーン内部とゾーン外部の間を流れるトラフィッ
クについて明示的なポリシーが設定されたコンフィギュレーションでは、断続的な ICMP 応答が
生成された場合、ゾーンベース ファイアウォールはセルフ ゾーンを送信元とするゾーン ペアで
ICMP の明示的な許可ルールを探します。 セルフ ゾーンを送信元とするゾーン ペアに対する ICMP
の明示的な検査ルールは、断続的な ICMP 応答に関連するセッションが存在しないという理由で
役に立たない場合があります。

ゾーンと検査
ゾーンベースポリシーファイアウォールでは、入力および出力インターフェイスから送信元ゾー
ンと宛先ゾーンでファイアウォールポリシーを調べます。インターフェイスを通過するすべての
トラフィックを検査する必要はありません。ゾーンペア全体で適用されるポリシーマップを通し
て、ゾーン ペアの個々のフローを検査するように指定できます。 ポリシー マップには、個々の
フローを指定するクラス マップが含まれます。
また、フロー ベースで TCP しきい値やタイムアウトなどの検査パラメータを設定できます。

ゾーンと ACL
ゾーンのメンバーであるインターフェイスに適用されるアクセス コントロール リスト（ACL）
は、ポリシーがゾーンペアに適用される前に処理されます。ゾーン間にポリシーがある場合、イ
ンターフェイス ACL がポリシー ファイアウォール トラフィックを阻害しないようにする必要が
あります。
ピンホール（保護されたネットワークへのアプリケーション コントロール アクセスを可能にす
る、ファイアウォールに開かれたポート）は、インターフェイス ACL のリターン トラフィック
用にパンチされません。
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ゾーンと VRF 認識ファイアウォール
Cisco ファイアウォールは VPN ルーティングおよび転送（VRF）を認識し、 異なる VRF 間での
IP アドレスの重複や各 VRF の異なるしきい値とタイムアウトを処理します。 ゾーンのすべての
インターフェイスは、同じ VRF に属している必要があります。
ただし、異なるエンティティに属する VRF は、通常、独自のポリシーを持っているため、異なる
VRF のインターフェイスを同じゾーンにグループ化しないでください。
下の図に示しているように、異なる VRF が含まれる 2 つのゾーンのゾーン ペアを設定できます。
1 つのデバイス上に複数の VRF が設定されており、かつ、1 つのインターフェイスによってすべ
ての VRF に共通のサービス（インターネット サービスなど）が提供されている場合は、そのイン
ターフェイスを別のゾーンに配置します。 その後、共通ゾーンと他のゾーンとの間のポリシーを
定義できます （VRF あたり 1 つ以上のゾーンを設定できます）。
図 3：ゾーンと VRF

上の図では、共通サービスを提供するインターフェイスは、ゾーン「共通」のメンバーです。VRF
A はすべて、単一のゾーン vrf_A にあります。 VRF B には複数のインターフェイスが含まれてお
り、vrf_B_1 と vrf_B_2 の複数のゾーンに分割されています。 ゾーン Z1 には VRF インターフェ
イスがありません。 これらの各ゾーンと common ゾーンの間にポリシーを指定できます。 また、
VRF ルート エクスポートが設定されており、トラフィック パターンが道理にかなっている場合、
ゾーン vrf_A、vrf_B_n、および Z1 間でポリシーを指定できます。 ゾーン vrf_A と vrf_B_1 の間に
ポリシーを設定できますが、トラフィックがこれらのゾーン間を流れることができることを確認
します。
VRF ごとにグローバルなしきい値とタイマーを指定する必要はありません。 その代わりに、パラ
メータ マップによって inspect アクションにパラメータが提供されます。

ゾーンとトランスペアレント ファイアウォール
Cisco ファイアウォールは、インターフェイスがブリッジ モードで、ファイアウォールがブリッ
ジド トラフィックを検査するトランスペアレント ファイアウォールをサポートします。
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トランスペアレント ファイアウォールを設定するには、bridge コマンドを使用して指定したブ
リッジで指定したプロトコルのブリッジングをイネーブルにし、zone-member security コマンド
を使用してインターフェイスをゾーンに付加します。 インターフェイス上の bridge コマンドは、
そのインターフェイスがブリッジ モードであることを示します。
ブリッジ インターフェイスはゾーン メンバーになることができます。 典型的な例では、レイヤ
2 ドメインを複数のゾーンに分割し、レイヤ 3 インターフェイスと同じようにポリシーを適用し
ます。

P2P インスペクションに関するトランスペアレント ファイアウォールの制約
Cisco ファイアウォールは、ピアツーピア（P2P）プロトコルの分類とポリシーの施行に
Network-Based Application Recognition（NBAR）を使用します。 NBAR はブリッジされたパケット
には使用できません。そのため、トランスペアレント ブリッジングをイネーブルにしたファイア
ウォールでは P2P パケット インスペクションはサポートされません。

セキュリティ ゾーンのファイアウォール ポリシーの概要
クラスとは、内容に基づいてパケットのセットを識別する方法です。 通常は、識別されたトラ
フィックでポリシーを反映するアクションを適用できるように、クラスを定義します。 クラス
は、クラス マップを介して指定されます。
アクションとは、通常、トラフィッククラスに関連付けられる、特定の機能のことです。たとえ
ば、inspect、drop、pass はアクションです。
セキュリティゾーンのファイアウォールポリシーを作成するには、次の作業を実行する必要があ
ります。
• 一致基準を定義する（クラス マップ）。
• アクションと一致基準の関連付け（ポリシー マップ）。
• ゾーン ペアへのポリシー マップの付加（サービス ポリシー）。
class-map コマンドは、パケットを指定されたクラスに一致させるためのクラス マップを作成し
ます。ターゲット（入力インターフェイス、出力インターフェイス、またはゾーンペアなど）に
到達したパケットは、service-policy コマンドの設定方法に従って、クラス マップ用に設定された
一致基準に基づいてチェックされ、パケットがそのクラスに属しているかどうかが判断されます。
policy-map は、1 つ以上のターゲットに付加できるポリシー マップを作成または変更し、サービ
ス ポリシーを指定します。 policy-map コマンドを使用して、作成、追加または変更するポリシー
マップの名前を指定してから、クラス マップで一致基準を定義するクラスにポリシーを設定しま
す。
ファイアウォール ドロップ メッセージをログに記録するには、ポリシー マップの class-default ク
ラスの下で drop-log コマンドをイネーブルにします。 たとえば、次のポリシー マップを検討しま
す。
policy-map type inspect in-out-pol
class type inspect in-out

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：ゾーンベース ポリシー ファイアウォール、Cisco IOS
XE Release 3S（ASR 1000）
11

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
ゾーンベース ポリシー ファイアウォールのクラス マップとポリシー マップ

inspect
class class-default
drop-log
policy-map type inspect out-in-pol
class type inspect out-in
inspect
class class-default
drop-log

検査パラメータ マップのドロップされたパケットをログに記録するには、log dropped-packets
enable コマンドを使用します。 次に、検査ポリシーによりドロップされたパケットのロギングを
設定する例を示します。
parameter-map type inspect global
log dropped-packets enable

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールのクラス マップとポリシー
マップ
Quality of Service（QoS）クラス マップには多数の一致基準があります。ファイアウォールの一致
基準はそれより少なくなっています。 ファイアウォール クラス マップにはタイプの検査があり
ます。この情報により、ファイアウォール クラス マップの下に表示される内容が決まります。
ポリシーとは、トラフィック クラスとアクションの関連付けです。 定義されたトラフィック ク
ラスで実行するアクションを指定します。アクションは特定の機能で、通常、トラフィッククラ
スに関連付けられます。 たとえば、inspect と drop はアクションです。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップとポリシー マップ
レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップは、異なるアクションを実行する必要のあるトラフィック
ストリームを識別します。
トラフィックの基本的な検査には、レイヤ 3 またはレイヤ 4 ポリシー マップで十分です。
次の例は、ACL 101 と HTTP プロトコルの一致基準を含むクラス マップ c1 を設定し、さらに p1
という名前の検査ポリシー マップを作成して c1 に一致するトラフィックのパケットをドロップす
るよう指定する方法を示します。
Device(config)# class-map type inspect match-all c1
Device(config-cmap)# match access-group 101
Device(config-cmap)# match protocol http
Device(config)# policy-map type inspect p1
Device(config-pmap)# class type inspect c1
Device(config-pmap-c)# drop

レイヤ 3 またはレイヤ 4 ポリシーを作成するには、「レイヤ 7 プロトコル固有ファイアウォール
ポリシーの設定」の項を参照してください。

クラスマップ設定の制約
トラフィックが複数の一致基準を満たす場合、個別性の高い基準から低い基準の順序で適用する
必要があります。 たとえば、次のクラス マップを考えてみましょう。
class-map type inspect match-any my-test-cmap
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match protocol http
match protocol tcp

この例では、HTTP トラフィックが HTTP インスペクションのサービス固有機能によって確実に
処理されるようにするため、トラフィックがまず match protocol http コマンドに遭遇するように
する必要があります。 「match」の行が逆で、match protocol http コマンドと比較される前にトラ
フィックが match protocol tcp コマンドに遭遇した場合、トラフィックは、TCP トラフィックとし
て分類され、ファイアウォールの TCP インスペクション コンポーネントの機能に従って検査され
ます。 match protocol TCP が最初に設定されている場合、FTP や TFTP などのサービス、および
H.323、リアルタイム ストリーミング プロトコル（RTSP）、Session Initiation Protocol（SIP）、
Skinny などのマルチメディアと音声シグナリング サービスで問題を引き起こします。 これらの
サービスには、より複雑なアクティビティを認識するために追加のインスペクション機能が必要
です。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ内のレート制限（ポリシング）トラフィック
ご使用のリリースによっては、検査ポリシーで police コマンドを使用して、インスタント メッセ
ンジャ（IM）やピアツーピア（P2P）などのアプリケーションに許可する同時接続の数を制限で
きます。
police コマンドを使用するには、検査ポリシー マップ内の Cisco 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する必要があります。 inspect コマンドを設定しないで police コマンドを
設定すると、エラー メッセージが表示され、police コマンドが拒否されます。
既存のポリシング アクションとの互換性
モジュラ QoS CLI（MQC）ポリシー マップでプロビジョニングされたポリシング アクションは、
インターフェイスの入力および出力ポリシーとして適用されます。検査ポリシーマップはゾーン
ペアにのみ適用できます。インターフェイスには適用できません。 このポリシング アクション
は、ゾーンペアを通過するトラフィックに対して施行されます。（トラフィックの方向はゾーン
ペアの仕様に固有のものです）。したがって、ポリシング アクションを含む Quality of Service
（QoS）ポリシーは、ゾーン ペアを構成するインターフェイス、およびゾーン ペア全体に適用さ
れる検査ポリシー マップに存在します。 両方のポリシング アクションを設定した場合、ゾーン
ペアのポリシングアクションは、入力インターフェイスのポリシングアクションの後、かつ出力
インターフェイスのポリシング アクションの前に実行されます。 QoS と検査ポリシング アクショ
ンは連携しません。
ポリシングの制約
• ポリシング アクションは、「セルフ」ゾーンを含むゾーン ペアに付加されたポリシーでは
許可されません。 このタスクを実行するには、コントロール プレーン ポリシングを使用し
ます。
• ポリシングはレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップでのみ指定できます。レイヤ 7 ポリ
シー マップでは指定できません。
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レイヤ 7 のクラス マップとポリシー マップ
レイヤ 7 クラス マップは、ディープ パケット インスペクション（DPI）のためにのみ検査ポリ
シー マップで使用できます。 DPI 機能は、レイヤ 7 クラス マップおよびポリシー マップを通じ
て提供されます。
レイヤ 7 クラス マップを作成するには、目的のプロトコルに対して class-map type inspect コマン
ドを使用します。 たとえば、HTTP プロトコルの場合は、class-map type inspect http コマンドを
入力します。
クラス マップのタイプ（HTTP など）によって、使用できる一致基準が決まります。 Java アプ
レットを含む HTTP トラフィックを指定する場合は、「inspect HTTP」クラス マップのコンテキ
ストで「match response body java」ステートメントを指定する必要があります。
レイヤ 7 ポリシー マップは、アプリケーション レベルでのトラフィックのインスペクションを実
現します。 このポリシー マップには、同じタイプのクラス マップを含めることができます。
レイヤ 7 ポリシー マップを作成するには、policy-map type inspect コマンドでプロトコルを指定し
ます。 たとえば、レイヤ 7 HTTP ポリシー マップを作成するには、policy-map type inspect http
policy-map-name コマンドを使用します。 policy-map-name 引数に HTTP ポリシー マップの名前を
入力します。
プロトコル名を指定しない場合（たとえば、policy-map type inspect コマンドを使用する場合）
は、レイヤ 3 またはレイヤ 4 ポリシー マップを作成します。これは常に検査タイプ ポリシー マッ
プになります。
レイヤ 7 ポリシー マップはレイヤ 3 またはレイヤ 4 ポリシー マップに含める必要があります。
ターゲットに直接付加することはできません。 レイヤ 7 ポリシー マップをトップレベル ポリシー
マップに付加し、service-policy コマンドを使用して、アプリケーション名（つまり、HTTP、Internet
Message Access Protocol（IMAP）、Post Office Protocol バージョン 3（POP3）、シンプル メール転
送プロトコル（SMTP）、または Sun リモート プロシージャ コール（SUNRPC））を指定します。
レイヤ 7 ポリシーを付加する前に、その親クラスに 1 つのレイヤ 7 プロトコルのみに一致する明
示的な一致基準を設定しておく必要があります。
レイヤ 7 ポリシー マップが下位のレベルにある場合は、レイヤ 7 ポリシー マップの親レベルで
inspect アクションを指定する必要があります。

レイヤ 7 のサポート対象プロトコル
次のプロトコルのレイヤ 7 クラス マップおよびポリシー マップを作成できます。
• America Online（AOL）インスタント メッセンジャ（IM）プロトコル。
• eDonkey ピアツーピア（P2P）プロトコル。
• FastTrack トラフィック P2P プロトコル。
• Gnutella バージョン 2 トラフィック P2P プロトコル。
• H.323 VoIP プロトコル バージョン 4。
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• HTTP：Web ブラウザと Web サーバがファイル（テキスト ファイルやグラフィック ファイ
ルなど）の転送に使用するプロトコル。
• Internet Message Access Protocol（IMAP）：共有されるメール サーバに保管された電子メール
や掲示板メッセージにアクセスする方法。
• I Seek You（ICQ）IM プロトコル。
• Kazaa バージョン 2 P2P プロトコル。
• MSN Messenger IM プロトコル。
• Post Office Protocol, Version 3（POP3）：クライアント電子メール アプリケーションがメール
サーバからメールを取得するために使用するプロトコル。
• SIP：Session Initiation Protocol（SIP）。
• SMTP：簡易ネットワーク管理プロトコル。
• SUNRPC：Sun RPC（リモート プロシージャ コール）。
• Windows Messenger IM プロトコル。
• Yahoo IM プロトコル。
レイヤ 7 クラス マップおよびポリシー マップ（ポリシー）の設定の詳細については、「レイヤ 7
プロトコル固有ファイアウォール ポリシーの設定, （36 ページ）」の項を参照してください。

class-default クラス マップ
ユーザ定義クラスに加えて、class-default という名前のシステム定義クラス マップは、ポリシーの
ユーザ定義クラスのどれとも一致しないすべてのパケットを表します。 class-default クラスは、常
にポリシー マップの最後のクラスです。
いずれのユーザ定義クラスとも一致しないパケットのグループに対して明示的にアクションを定
義できます。 検査ポリシーで class-default クラスに対してアクションを設定しない場合、デフォ
ルトのアクションは drop です。

（注）

検査ポリシーの class-default では、drop アクションまたは pass アクションのみを設定できま
す。
次の例は、ポリシー マップで class-default を使用する方法を示します。 この例では、HTTP トラ
フィックはドロップされ、残りのトラフィックが検査されます。 HTTP トラフィックに対してク
ラス マップ c1 が定義されており、ポリシー マップ p1 で class-default が使用されています。
Device(config)# class-map type inspect match-all c1
Device(config-cmap)# match protocol http
Device(config)# policy-map type inspect p1
Device(config-pmap)# class type inspect c1
Device(config-pmap-c)# drop
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：ゾーンベース ポリシー ファイアウォール、Cisco IOS
XE Release 3S（ASR 1000）
15

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
パラメータ マップ

階層ポリシー マップ
あるポリシーの中でポリシーをネストできます。 ネストされたポリシーを含むポリシーのことを
「階層ポリシー」と呼びます。
階層ポリシーを作成するには、ポリシーをトラフィックのクラスに直接付加します。 階層ポリ
シーには子ポリシーと親ポリシーが含まれます。 子ポリシーは、service-policy コマンドの使用に
よって新しいポリシーに関連付けられている、事前定義済みのポリシーです。 既存のポリシーを
使用する新しいポリシーが親ポリシーです。

（注）

階層検査サービス ポリシーに作成できる階層レベルは 2 レベルまでです。

パラメータ マップ
パラメータ マップを使用すると、ポリシー マップで指定したアクションとクラス マップで指定
した一致基準の動作を制御するパラメータを指定できます。
パラメータ マップには次の 3 種類があります。
• 検査パラメータ マップ
検査パラメータ マップは任意です。 パラメータ マップを使用しない場合、デフォルトのパ
ラメータが使用されます。 inspect アクションに関連付けられたパラメータは、ネストされた
すべてのアクション（ある場合）に適用されます。 トップ レベルと下位レベルの両方でパ
ラメータを指定すると、下位レベルのパラメータがトップ レベルのパラメータよりも優先さ
れます。
• URL フィルタ パラメータ マップ
パラメータ マップは、（レイヤ 3 またはレイヤ 4 ポリシー マップと URL フィルタ パラメー
タ マップの URL フィルタ アクションによる）URL フィルタリングに必要です。
• プロトコル固有パラメータ マップ
インスタント メッセンジャ（IM）アプリケーション（レイヤ 7）のポリシー マップにはパラ
メータ マップが必要です。

ファイアウォールとネットワーク アドレス変換
ネットワーク アドレス変換（NAT）は、登録されていない IP アドレスを使用してインターネット
へ接続するプライベート IP インターネットワークをイネーブルにします。 NAT はデバイス上で
動作し、通常は 2 つのネットワークを接続して、内部ネットワークのプライベート（グローバル
に一意ではない）アドレスを正規のアドレスに変換してから、パケットを次のネットワークに転
送します。 NAT は、ネットワーク全体の 1 つだけのアドレスを外部にアドバタイズするように設
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定できます。 NAT が設定されたデバイスには、少なくとも内部ネットワークに対して 1 つ、外部
ネットワークに対して 1 つのインターフェイスがあります。
標準的な環境では、NAT はスタブ ドメインとバックボーンの間の出口デバイスに設定されます。
パケットがドメインから出て行くとき、NAT はローカルで意味のある送信元アドレスをグローバ
ル固有アドレスに変換します。 パケットがドメインに入ってくるときは、NAT はグローバルで一
意の宛先アドレスをローカル アドレスに変換します。 出力点が複数存在する場合、個々の NAT
は同一の変換テーブルを持っていなければなりません。 アドレスが足りなくなってアドレスを割
り当てられなくなった場合、ソフトウェアはそのパケットをドロップし、インターネット制御メッ
セージ プロトコル（ICMP）ホスト到達不能パケットを送信します。
NAT については、「内部」という用語は組織により所有され、変換を必要とするネットワークを
意味します。 このドメイン内では、ホストは 1 つのアドレス空間に複数のアドレスを持ちます。
NAT が設定されている場合、ホストが外部にあると、そのホストには別のアドレス空間にアドレ
スがあるように見えます。内部アドレス空間はローカルアドレス空間として参照され、外部アド
レス空間はグローバル アドレス空間として参照されます。
NAT が送信元と宛先の両方の IP アドレスを変換するシナリオについて考えてみます。 パケット
は、送信元アドレス 192.168.1.1 および宛先アドレス 10.1.1.1 を使用して NAT の内側からデバイス
に送信されます。 NAT は、これらのアドレスを変換し、送信元アドレス 209.165.200.225 および
宛先アドレス 209.165.200.224 を使用して外部ネットワークにパケットを送信します。
同様に、応答が外部 NAT から返されると、送信元アドレスは 209.165.200.225 になり、宛先アド
レスは 209.165.200.224 になります。 したがって、NAT 内部では、パケットの送信元アドレスは
10.1.1.1、宛先アドレスは 192.168.1.1 となります。
このシナリオでは、ファイアウォール ポリシーで使用されるアプリケーション コントロール エ
ンジン（ACE）を作成する場合は、NAT 前の IP アドレス（別名、内部ローカルおよび外部グロー
バル アドレス）192.168.1.1 と 209.165.200.224 を使用する必要があります。

Cisco ファイアウォールに関する WAAS のサポート
ご使用のリリースによっては、Wide Area Application Services（WAAS）ファイアウォール ソフト
ウェアでは、セキュリティ準拠 WAN とアプリケーション アクセラレーション ソリューションを
最適化する統合ファイアウォールを提供します。これには、次の利点があります。
• WAAS ネットワークのトランスペアレントな統合。
• トランスペアレントな WAN 加速化トラフィックの保護。
• フル ステートフル インスペクション機能を通して WAN を最適化。
• Payment Card Industry（PCI）コンプライアンスの簡略化。
• ネットワーク管理機器（NME）-Wide Area Application Engine（WAE）モジュールまたはスタ
ンドアロンの WAAS デバイスの導入のサポート。
WAAS には、初期の 3 方向ハンドシェイク中に WAE デバイスをトランスペアレントに識別する
ための TCP オプションを使用する自動検出メカニズムがあります。 自動検出後、最適化されたト
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ラフィック フロー（パス）では TCP シーケンス番号が変化し、エンドポイントは最適化されたト
ラフィック フローと最適化されてないトラフィック フローを区別できます。

（注）

パスは接続と同じ意味で使用されています。
WAAS により、Cisco ファイアウォールは、内部ファイアウォール TCP ステート変数を含む TCP
トラフィック フローのステートフルなレイヤ 4 インスペクションを損なうことなく、シーケンス
番号を変更できるようにすることで、最適化されたトラフィックを自動的に検出できます。 これ
らの変数は、WAE デバイスの存在に応じて調整されます。
Cisco ファイアウォールは、トラフィック フローが正常に WAAS 自動検出を完了したことを認識
すると、トラフィックフロー用の初期シーケンス番号のシフトを許可し、最適化されたトラフィッ
ク フローのレイヤ 4 の状態を維持します。

（注）

クライアント側のステートフルなレイヤ7インスペクションは、最適化されてないトラフィッ
クでも実行できます。

WAAS トラフィック フロー最適化展開シナリオ
次の各項では、支店オフィス展開における 2 種類の WAAS トラフィック フロー最適化シナリオに
ついて説明します。 WAAS トラフィック フローの最適化は、シスコ サービス統合型ルータ（ISR）
の Cisco ファイアウォール機能と連動します。
下の図は、Cisco ファイアウォールを使用したエンドツーエンドの WAAS トラフィック フロー最
適化の例を示しています。 この特別な展開では、ネットワーク管理機器（NME）-WAE デバイス
は、Cisco ファイアウォールと同じデバイス上にあります。 Web Cache Communication Protocol
（WCCP）を使用して、代行受信するためにトラフィックをリダイレクトします。
図 4：エンドツーエンドの WAAS 最適化パス
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Off-Path デバイスによる WAAS 支店の展開
Wide Area Application Engine（WAE）デバイスは、（Wide Area Application Services（WAAS）支店
の展開の図に示すように）統合サービス エンジンとしてサービス統合型ルータ（ISR）にインス
トールされたスタンドアロン WAE デバイスまたは NME-WAE です。
下の図は、トラフィック代行受信のために、Web Cache Communication Protocol（WCCP）を使用
して、トラフィックを Off-Path スタンドアロン WAE デバイスにリダイレクトする WAAS 支店の
展開を示します。 このオプションの設定は、NME-WAE を使用した WAAS 支店の展開と同じで
す。
図 5：WAAS Off-Path 支店の展開

インライン デバイスを使用した WAAS 支店の展開
下の図は、物理的にサービス統合型ルータ（ISR）の前にあるインライン Wide Area Application
Engine（WAE）デバイスが含まれた Wide Area Application Services（WAAS）支店の展開を示しま
す。 WAE デバイスがデバイスの前にあるため、Cisco ファイアウォールは WAAS 最適化パケッ
トを受信し、その結果、クライアント側のレイヤ 7 インスペクションはサポートされません。
図 6：WAAS インライン パス支店の展開

ブランチ オフィス サイトで WAN 接続へのトラフィック、および WAN 接続からのトラフィック
を検査する場合は、そのサイトで Cisco ファイアウォールを備えたエッジ WAAS デバイスを使用
します。 Cisco ファイアウォールは、最適化インジケータ（TCP オプションおよび後続 TCP シー
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ケンス番号の変更）のためにトラフィックをモニタし、すべてのトラフィックにレイヤ 4 のステー
トフル インスペクションとディープ パケット インスペクションを提供しながら、最適化された
トラフィックが通過できるようにすることで、WAAS 最適化の利点に対応すると同時にセキュリ
ティを維持します。

（注）

WAE デバイスがインライン ロケーションにある場合、デバイスは自動検出プロセス後にバイ
パス モードになります。 デバイスは WAAS 最適化に直接関係しませんが、Cisco ファイア
ウォール インスペクションをネットワーク トラフィックに適用し、最適化インジケータが存
在する場合は最適化アクティビティに対応できるようにするには、WAAS 最適化がトラフィッ
クに適用されていることをデバイスが認識できる必要があります。

ゾーンベース ファイアウォール アプリケーションでの Out-of-Order パ
ケット処理のサポート
Common Classification Engine（CCE）ファイアウォール アプリケーションで Out-of-Order（OoO）
パケット処理がサポートされ、侵入防御システム（IPS）で CCE が採用されていることにより、
誤った順序で到着したパケットを正しい順序でコピーして再構築できます。 OoO パケット処理
は、ドロップされたパケットの再送信の必要性を減らし、ネットワークでのトラフィックの送信
に必要な帯域幅を削減します。 OoO サポートを設定するには、parameter-map type ooo global コ
マンドを使用します。

（注）

IPS セッションは、parameter-map type ooo global コマンドを使用して設定された OoO パラ
メータを使用します。
OoO 処理は、シンプル メール転送プロトコル（SMTP）ではサポートされていません。これは、
SMTP がパケットの変更を必要とするマスキング アクションをサポートしているためです。
OoO パケット処理のサポートは、レイヤ 7 ポリシーを次のプロトコルでディープ パケット インス
ペクション（DPI）用に設定している場合はデフォルトでイネーブルになります。
• AOL IM プロトコル。
• eDonkey P2P プロトコル。
• FastTrack トラフィック P2P プロトコル。
• Gnutella バージョン 2 トラフィック P2P プロトコル。
• H.323 VoIP プロトコル バージョン 4。
• HTTP：Web ブラウザと Web サーバがファイル（テキスト ファイルやグラフィック ファイ
ルなど）の転送に使用するプロトコル。
• IMAP：共有されるメール サーバに保管された電子メールや掲示板メッセージにアクセスす
る方法。
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• ICQ IM プロトコル。
• Kazaa バージョン 2 P2P プロトコル。
• 一致プロトコル SIP：一致プロトコル SIP。
• MSN Messenger IM プロトコル。
• POP3：クライアント電子メール アプリケーションがメール サーバからメールを取得するた
めに使用するプロトコル。
• SUNRPC：Sun RPC。
• Windows Messenger IM プロトコル。
• Yahoo IM プロトコル。
レイヤ 7 クラス マップおよびポリシー マップ（ポリシー）の設定の詳細については、「レイヤ 7
プロトコル固有ファイアウォール ポリシーの設定」の項を参照してください。

（注）

OoO パケットは、レイヤ 4 インスペクションを使用する IPS およびゾーンベース ポリシー ファ
イアウォールがイネーブルな場合、ドロップされます。

ゾーンベース ファイアウォール アプリケーションでのイントラゾー
ンのサポート
イントラゾーンがサポートされていることで、ネットワーク内部のユーザとネットワーク外部の
ユーザの両方をゾーン構成に含めることができます。 イントラゾーンのサポートにより、異なる
ネットワーク上の同じゾーンに属するユーザ間のトラフィック インスペクションが可能となりま
す。 ご使用のリリースによっては、デフォルトで、ゾーン内のトラフィックが検査なしの通過を
許可されていました。送信元ゾーンと宛先ゾーンが同じであるゾーンペア定義を設定するには、
zone-pair security コマンドを使用します。 これにより、ポリシー マップを付加し、同じゾーン内
のトラフィックを検査することができます。

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの設定方法
レイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォール ポリシーの設定
レイヤ 3 およびレイヤ 4 のポリシーは、ターゲット（ゾーン ペア）に付加される「トップ レベ
ル」のポリシーです。 レイヤ 3 およびレイヤ 4 のファイアウォール ポリシーを設定するには、次
の作業を実行します。
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レイヤ 3 およびレイヤ 4 のファイアウォール ポリシーのクラス 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クラスマップを設定するには、次の作業を実行しま
す。

（注）

ステップ 4、5、6 のうち、少なくとも 1 つの一致手順を実行する必要があります。
パケットがアクセスグループ、プロトコル、クラスマップのいずれかにマッチングされると、そ
れらのパケットのトラフィック レートが生成されます。 ゾーンベースのファイアウォール ポリ
シーでは、セッションを作成する最初のパケットのみがポリシーに一致します。 このフローの後
続のパケットは、設定されているポリシーのフィルタに一致しませんが、セッションに直接一致
します。 後続のパケットに関連する統計情報が検査アクションの一部として表示されます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. class-map type inspect [match-any | match-all] class-map-name
4. match access-group {access-group | name access-group-name}
5. match protocol protocol-name [signature]
6. match class-map class-map-name
7. end
8. show policy-map type inspect zone-pair session

手順の詳細

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

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

レイヤ 3 またはレイヤ 4 の検査タイプ 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。

例：
Device(config)# class-map type
inspect match-all c1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

match access-group {access-group |
name access-group-name}

アクセス コントロール リスト（ACL）の名前または番号に基
づいて、クラス マップの一致基準を設定します。

例：
Device(config-cmap)# match
access-group 101

ステップ 5

match protocol protocol-name
[signature]

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。
• 検査タイプ クラス マップの一致基準には、Cisco ステー

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

トフル パケット インスペクションでサポートされている
プロトコルのみを使用できます。
• signature：ピアツーピア（P2P）パケットのシグニチャ
ベースの分類がイネーブルになります。

ステップ 6

match class-map class-map-name

前に定義したクラスをクラス マップの一致基準として指定し
ます。

例：
Device(config-cmap)# match class-map
c1

ステップ 7

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 8

show policy-map type inspect zone-pair （任意）ポリシー マップが指定したゾーン ペアに適用されて
session
いるため、作成された Cisco ステートフル パケット インスペ
クション セッションを表示します。
例：

Device(config-cmap)# show policy-map （注）
type inspect zone-pair session

クラスマップ フィールドの下に表示される情報は、
接続開始トラフィックのみに属するトラフィックの
トラフィック レート（ビット/秒）です。 接続セッ
トアップ レートが非常に高く、レートが計算される
複数のインターバルにわたって高い接続セットアッ
プ レートが持続する場合を除き、接続に関する意味
のあるデータは表示されません。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 のファイアウォール ポリシーのポリシー マップの作成
後でゾーン ペアに付加するレイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォール ポリシーのポリシー マッ
プを作成するには、次の作業を実行します。
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（注）

検査タイプのポリシー マップを作成している場合、作成できるのは drop、inspect、pass、police、
service-policy、および urlfilter アクションだけなので注意してください。

（注）

ステップ 5、8、9、10 のうち、少なくとも 1 つの手順を実行する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect policy-map-name
4. class type inspect class-name
5. inspect [parameter-map-name]
6. police rate units bps burst burst-in-bytes bytes
7. drop [log]
8. pass
9. service-policy type inspect policy-map-name
10. urlfilter parameter-map-name
11. end

手順の詳細

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

policy-map type inspect policy-map-name レイヤ 3 およびレイヤ 4 の検査タイプ 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
例：
モードを開始します。
Device(config)# policy-map type inspect
p1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

class type inspect class-name

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。

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
c1

ステップ 5

[parameter-map-name]

inspect

Cisco 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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect
inspect-params

ステップ 6

police rate units bps burst burst-in-bytes
bytes

（任意）ファイアウォール（検査）ポリシー内で一致す
るトラフィックを制限します。

例：
Device(config-pmap-c)# police rate 2000
bps burst 3000 bytes

ステップ 7

drop [log]
例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 8

（任意）定義されたクラスと一致するパケットをドロッ
プします。
（注）

アクションの drop と pass は排他的です。ま
た、アクションの inspect と drop も排他的で
す。つまり、両方を同時に指定することはで
きません。

（任意）定義されたクラスと一致するパケットを許可し
ます。

pass
例：
Device(config-pmap-c)# pass

ステップ 9

service-policy type inspect policy-map-name 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。
例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
type inspect p1

ステップ 10

urlfilter parameter-map-name

（任意）Cisco ファイアウォール URL フィルタリングを
イネーブルにします。

例：
Device(config-pmap-c)# urlfilter param1

ステップ 11

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 モードを開始します。

end
例：
Device(config-pmap-c)# end
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パラメータ マップの設定
作成するポリシーによっては、検査、URL フィルタ、プロトコル固有のいずれかのパラメータ
マップを設定できます。 URL フィルタ タイプまたはプロトコル固有ポリシーを設定する場合は、
パラメータマップを設定する必要があります。ただし、検査タイプのポリシーを使用する場合に
は、パラメータ マップは任意です。

（注）

パラメータ マップへの変更は、ファイアウォールを通してすでに確立している接続には反映
されません。 変更は、ファイアウォールに許可された新しい接続だけに適用されます。 ファ
イアウォールでポリシーが厳格に適用されるようにするには、パラメータ マップの変更後に、
ファイアウォールで許可されたすべての接続をクリアしてください。 既存の接続をクリアす
るには、clear zone-pair inspect sessions コマンドを使用します。
パラメータ マップを設定するには、次のいずれかの作業を実行します。

検査パラメータ マップの作成
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. parameter-map type inspect {parameter-map-name | global | default}
4. log {dropped-packets {disable | enable} | summary [flows number] [time-interval seconds]}
5. alert {on | off}
6. audit-trail {on | off}
7. dns-timeout seconds
8. icmp idle-timeout seconds
9. max-incomplete {low | high} number-of-connections
10. one-minute {low | high} number-of-connections
11. sessions maximum sessions
12. tcp finwait-time seconds
13. tcp idle-time seconds
14. tcp max-incomplete host threshold [block-time minutes]
15. tcp synwait-time seconds
16. tcp window-scale-enforcement loose
17. udp idle-time seconds
18. end
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手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

parameter-map type inspect
{parameter-map-name | global | default}
例：

接続しきい値、タイムアウト、およびその他の inspect ア
クションに関連するパラメータの検査パラメータ マップ
を設定し、パラメータマップタイプ検査コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config)# parameter-map type
inspect eng-network-profile

ステップ 4

log {dropped-packets {disable | enable} |
summary [flows number] [time-interval
seconds]}
例：
Device(config-profile)# log summary
flows 15 time-interval 30

ステップ 5

alert {on | off}
例：

（任意）ファイアウォール アクティビティの実行時のパ
ケット ロギングを設定します。
（注）

このコマンドが見えるのは、パラメータ マップ
タイプ検査コンフィギュレーション モードの場
合のみです。

（任意）コンソールに表示される Cisco ステートフル パ
ケット インスペクション アラート メッセージをイネーブ
ルにします。

Device(config-profile)# alert on

ステップ 6

audit-trail {on | off}

（任意）監査証跡メッセージをイネーブルにします。

例：
Device(config-profile)# audit-trail on

ステップ 7

dns-timeout seconds
例：

（任意）ドメイン ネーム システム（DNS）のアイドル タ
イムアウト（アクティビティのない間、DNS ルックアッ
プ セッションが管理される時間の長さ）を指定します。

Device(config-profile)# dns-timeout 60

ステップ 8

icmp idle-timeout seconds

（任意）Internet Control Message Protocol（ICMP）セッショ
ンのタイムアウトを設定します。

例：
Device(config-profile)# icmp
idle-timeout 90
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

max-incomplete {low | high}
number-of-connections

（任意）Cisco ファイアウォールによるハーフオープン
セッションの削除の開始および停止を起動する既存のハー
フオープン セッションの数を定義します。

例：
Device(config-profile)# max-incomplete
low 800

ステップ 10

one-minute {low | high}
number-of-connections

（任意）システムによるハーフオープン セッションの削
除の開始と停止を起動する新規の未確立セッションの数を
定義します。

例：
Device(config-profile)# one-minute low
300

ステップ 11

sessions maximum sessions
例：
Device(config-profile)# sessions
maximum 200

ステップ 12

tcp finwait-time seconds
例：

（任意）1 つのゾーン ペアに存在できる許可されたセッ
ションの最大数を設定します。
• このコマンドを使用して、セッションで使用される
帯域幅を制限します。
（任意）Cisco ファイアウォールが finish（FIN）-exchange
を検出した後、TCP セッションが管理される時間の長さ
を指定します。

Device(config-profile)# tcp
finwait-time 5

ステップ 13

tcp idle-time seconds

（任意）TCP セッションのタイムアウトを設定します。

例：
Device(config-profile)# tcp idle-time
90

ステップ 14

tcp max-incomplete host threshold
[block-time minutes]

（任意）TCP ホスト固有のサービス拒否（DoS）の検出お
よび回避のために、しきい値とブロックする時間値を指定
します。

例：
Device(config-profile)# tcp
max-incomplete host 500 block-time 10

ステップ 15

tcp synwait-time seconds
例：

（任意）セッションをドロップする前に、TCP セッショ
ンが設定された状態に達するまで待機する時間を指定しま
す。

Device(config-profile)# tcp
synwait-time 3

ステップ 16

tcp window-scale-enforcement loose
例：
Device(config-profile)# tcp
window-scale-enforcement loose

（任意）ゾーンベース ポリシー ファイアウォールにおい
て無効なウィンドウ スケール オプションを持つ TCP パ
ケットのウィンドウ スケール オプションのチェックをパ
ラメータ マップでディセーブルにします。

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：ゾーンベース ポリシー ファイアウォール、Cisco
IOS XE Release 3S（ASR 1000）
28

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
パラメータ マップの設定

ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

udp idle-time seconds

（任意）ファイアウォールを通る UDP セッションのアイ
ドル タイムアウトを設定します。

例：
Device(config-profile)# udp idle-time
75

ステップ 18

パラメータ マップ タイプ検査コンフィギュレーション
モードを終了し、特権 EXEC コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

end
例：
Device(config-profile)# end

URL フィルタ パラメータ マップの作成
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. parameter-map type urlfilter parameter-map-name
4. alert {on | off}
5. allow-mode {on | off}
6. audit-trail {on | off}
7. cache number
8. exclusive-domain {deny | permit} domain-name
9. max-request number-of-requests
10. max-resp-pak number-of-requests
11. server vendor {n2h2 | websense} {ip-address | hostname [port port-number]} [outside] [log] [retrans
retransmission-count] [timeout seconds]
12. source-interface interface-name
13. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

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

parameter-map type urlfilter
parameter-map-name
例：
Device(config)# parameter-map type
urlfilter eng-network-profile

ステップ 4

alert {on | off}
例：

URL フィルタリング パラメータのパラメータ マップを作成
または変更し、パラメータ マップ タイプ検査コンフィギュ
レーション モードを開始します。
（注）

ご使用のリリースによっては、このコマンドは非
表示になりますが、引き続き機能します。
parameter-map type urlfpolicy コマンドは、ローカ
ル、トレンド、Websense インターネット フィルタ
リング、および N2H2 インターネット ブロッキン
グ プログラムの URL フィルタリング パラメータ
の作成に使用することもできます。ご使用のリリー
スによっては、URL フィルタ アクションではなく
URL フィルタ ポリシーを使用してください。 URL
フィルタによってアクションとしてサポートされ
ている使用例はすべて、URL フィルタ ポリシーで
もサポートされています。詳細については、「URL
フィルタ ポリシーの設定」の項を参照してくださ
い。

（任意）コンソールに表示される Cisco ステートフル パケッ
ト インスペクション アラート メッセージをイネーブルにし
ます。

Device(config-profile)# alert on

ステップ 5

allow-mode {on | off}

（任意）フィルタリング アルゴリズムのデフォルト モード
をイネーブルにします。

例：
Device(config-profile)# allow-mode on

ステップ 6

audit-trail {on | off}

（任意）監査証跡メッセージをイネーブルにします。

例：
Device(config-profile)# audit-trail
on

ステップ 7

cache number

（任意）URL フィルタが維持する HTTP サーバのキャッシュ
を URL フィルタがどのように扱うかを制御します。

例：
Device(config-profile)# cache 5
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exclusive-domain {deny | permit}
domain-name

（任意）Cisco ファイアウォールがベンダー サーバにルック
アップ要求を送信しなくて済むように、専用ドメイン リス
トにドメイン名を追加します。

例：
Device(config-profile)#
exclusive-domain permit cisco.com

ステップ 9

max-request number-of-requests

（任意）同時に存在できる未処理要求の最大数を指定しま
す。

例：
Device(config-profile)# max-request
80

ステップ 10

max-resp-pak number-of-requests

（任意）Cisco ファイアウォールがパケット バッファに保持
できる HTTP 応答の最大数を指定します。

例：
Device(config-profile)# max-resp-pak
200

ステップ 11

server vendor {n2h2 | websense}
URL フィルタリング サーバを指定します。
{ip-address | hostname [port port-number]}
[outside] [log] [retrans
retransmission-count] [timeout seconds]
例：
Device(config-profile)# server vendor
n2h2 10.193.64.22 port 3128 outside
retrans 9 timeout 8

ステップ 12

source-interface interface-name
例：

（任意）URL フィルタ サーバ（N2H2 または Websense）へ
の TCP 接続を確立するときに送信元 IP アドレスとして使用
する IP アドレスを持つインターフェイスを指定します。

Device(config-profile)#
source-interface ethernet0

ステップ 13

パラメータ マップ タイプ検査コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC コンフィギュレーション モードを
開始します。

end
例：
Device(config-profile)# end

レイヤ 7 プロトコル固有パラメータ マップの設定
（注）

プロトコル固有パラメータ マップは、インスタント メッセンジャ アプリケーション（AOL、
ICQ、MSN Messenger、Yahoo Messenger、Windows Messenger）のためにのみ作成されます。
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はじめる前に
名前解決をイネーブルにするには、ip domain name コマンドと ip name-server コマンドをイネー
ブルにする必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. parameter-map type protocol-info parameter-map-name
4. server {name string [snoop] | ip {ip-address | range ip-address-start ip-address-end}}
5. end

手順の詳細

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

parameter-map type protocol-info
parameter-map-name

アプリケーション固有のパラメータ マップを定義し、パラメー
タ マップ タイプ検査コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device(config)# parameter-map type
protocol-info ymsgr

ステップ 4

server {name string [snoop] | ip
{ip-address | range ip-address-start
ip-address-end}}
例：

特定のインスタント メッセンジャ アプリケーションが相互通信
するドメイン ネーム システム（DNS）サーバ セットを設定し
ます。
（注）

Device(config-profile)# server name
example1.example.com

（注）

少なくとも 1 つのサーバ インスタンスが設定されて
いない場合、パラメータ マップには適用する定義が
ありません。つまり、設定されたインスタント メッ
センジャ ポリシーは適用できません。
複数のサーバ セットを設定するには、インスタント
メッセンジャのパラメータ マップ内で server コマン
ドを複数回発行します。 複数のエントリは、累積的
に処理されます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

パラメータ マップ タイプ検査コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device(config-profile)# end

トラブルシューティングのヒント
インスタント メッセンジャ（IM）プロトコル固有のパラメータ マップの詳細を表示するには、
show parameter-map type protocol-info コマンドを使用します。

ゾーンベース ファイアウォール アプリケーションでの OoO パケット処理のサポー
トの設定
（注）

ディープ パケット インスペクション（DPI）のために TCP ベースのレイヤ 7 ポリシーを設定
した場合、Out-of-Order（OoO）パケット処理はデフォルトでイネーブルになります。 OoO パ
ケット サポート パラメータを設定する場合や OoO 処理をディセーブルにする場合は
parameter-map type ooo global コマンドを使用します。 ご使用のリリースによっては、ゾーン
ベース ファイアウォールおよび侵入防御システム（IPS）の、レイヤ 4 一致（match protocol
tcp、match protocol http）、および任意の TCP ベース レイヤ 7 パケット配列が使用された共
有セッションで、OoO 処理がイネーブルになっていました。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. parameter-map type ooo global
4. tcp reassembly alarm {on | off}
5. tcp reassembly memory limit memory-limit
6. tcp reassembly queue length queue-length
7. tcp reassembly timeout time-limit
8. end
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手順の詳細

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

parameter-map type ooo global

OoO 処理を設定し、パラメータ マップ タイプ検査
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# parameter-map type ooo
global

ステップ 4

tcp reassembly alarm {on | off}

アラート メッセージ コンフィギュレーションを指
定します。

例：
Device(config-profile)# tcp reassembly
alarm on

ステップ 5

tcp reassembly memory limit memory-limit

OoO ボックスワイド バッファ サイズを指定しま
す。

例：
Device(config-profile)# tcp reassembly
memory limit 2048

ステップ 6

tcp reassembly queue length queue-length

TCP フローごとの OoO キュー長を指定します。

例：
Device(config-profile)# tcp reassembly
queue length 45

ステップ 7

tcp reassembly timeout time-limit

OoO キュー再構築タイムアウト値を指定します。

例：
Device(config-profile)# tcp reassembly
timeout 34
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

パラメータマップタイプ検査コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Device(config-profile)# end

ゾーンベースファイアウォールアプリケーションでのイントラゾーンのサポートの
設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. zone-pair security zone-pair-name [source source-zone-name destination destination-zone-name]
4. exit
5. policy-map type inspect policy-map-name
6. class-map type inspect protocol-name {match-any | match-all}class-map-name
7. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

zone-pair security zone-pair-name [source インターフェイスに付加するゾーン ペアの名前と、この
source-zone-name destination
ゾーンペアを通過する情報の送信元ゾーンおよび宛先ゾー
destination-zone-name]
ンを指定します。
• セキュリティ ゾーンペア コンフィギュレーション

例：
Device(config)# zone-pair security
zonepair17 source zone8 destination
zone8

モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

イントラゾーンのサポートを設定するには、送
信元ゾーンと宛先ゾーンを同じにする必要があ
ります。

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 モードを
開始します。

exit
例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 5

policy-map type inspect policy-map-name
例：

ポリシー マップ名を指定し、Quality of Service（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。

Device(config)# policy-map type inspect
my-pmap

ステップ 6

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

ファイアウォールのクラス マップ プロトコルとクラス
マップ名を指定します。

例：
Device(config-pmap)# class-map type
inspect aol match-any cmap1

ステップ 7

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC コンフィギュレーション モードを開始
します。

end
例：
Device(config-pmap)# end

レイヤ 7 プロトコル固有ファイアウォール ポリシーの設定
レイヤ 7 インスペクション モジュールの追加プロビジョニングが必要な場合は、レイヤ 7 ポリ
シー マップを設定します。 必ずしもこの項で指定されているすべてのレイヤ 7 ポリシー マップ
を設定する必要はありません。
レイヤ 7 プロトコル固有ファイアウォール ポリシーを設定するには、次のいずれかの作業を実行
します。

レイヤ 7 のクラス マップとポリシー マップの制約
• レイヤ 7 のディープ パケット インスペクション（DPI）クラス マップは、該当するタイプの
検査ポリシー マップで使用できます。 たとえば、class-map type inspect http は、policy-map
type inspect http でのみ使用できます。
• DPI ポリシーでは、親レベルに inspect アクションが必要です。
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• レイヤ 3 またはレイヤ 4 検査ポリシーは第 1 レベルで付加できますが、レイヤ 7（DPI）ポリ
シー マップはレイヤ 3 またはレイヤ 4 検査ポリシー マップ内の第 2 レベルにネストする必
要があります。 したがって、レイヤ 7 ポリシー マップはゾーン ペアに直接付加できません。
• 検査サービス ポリシーの階層パスでアクションが指定されていない場合、パケットはドロッ
プされます。 トップレベル ポリシーの class-default に一致するトラフィックは、class-default
で明示的にアクションが設定されていない場合、ドロップされます。 レイヤ 7 ポリシーのど
のクラスとも一致しないトラフィックはドロップされません。制御が親ポリシーに戻り、親
ポリシーに後続のアクションがあれば、そのアクションがパケットに対して実行されます。
• レイヤ 7 ポリシー マップには、同じタイプのクラス マップのみが含まれます。
• reset アクションは TCP トラフィックに対してのみ指定できます。このアクションは TCP 接
続をリセットします。
• ご使用のリリースによっては、正規表現によるヘッダーがあるクラスをレイヤ 7 ポリシー
マップから削除すると、アクティブな HTTP セッションがリセットされます。 この変更が行
われる前は、クラスがレイヤ 7 ポリシー マップから削除されたときに、デバイスがリロード
されます。

HTTP ファイアウォール ポリシーの設定
パラメータマップ内の要素に基づいて一致基準を設定する場合は、「検査パラメータマップの作
成」に従ってパラメータ マップを設定する必要があります。
少なくとも 1 つの一致基準を指定する必要があります。一致基準を指定しなければ、ファイア
ウォール ポリシーは有効になりません。
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HTTP ファイアウォール クラス マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. class-map type inspect http [match-any | match-all] class-map-name
4. match response body java-applet
5. match req-resp protocol violation
6. match req-resp body length {lt | gt} bytes
7. match req-resp header content-type {violation | mismatch | unknown}
8. match {request | response | req-resp} header [header-name] count gt number
9. match {request | response | req-resp} header [header-name] length gt bytes
10. match request {uri | arg} length gt bytes
11. match request method {connect | copy | delete | edit | get | getattribute | getattributenames |
getproperties| head | index | lock | mkdir | move | options | post | put | revadd | revlabel | revlog |
revnum | save | setattribute | startrev | stoprev | trace | unedit | unlock}
12. match request port-misuse {im | p2p | tunneling | any}
13. match req-resp header transfer-encoding {chunked | compress | deflate | gzip | identity | all}
14. match {request | response | req-resp} header [header-name] regex parameter-map-name
15. match request uri regex parameter-map-name
16. match {request | response | req-resp} body regex parameter-map-name
17. match response status-line regex parameter-map-name
18. end

手順の詳細

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
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

class-map type inspect http [match-any |
match-all] class-map-name

一致基準を入力するために HTTP プロトコルのクラス 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。

例：
Device(config)# class-map type inspect
http http-class

ステップ 4

match response body java-applet

（任意）HTTP 接続で Java アプレットを識別します。

例：
Device(config-cmap)# match response
body java-applet

ステップ 5

match req-resp protocol violation
例：
Device(config-cmap)# match req-resp
protocol violation

ステップ 6

match req-resp body length {lt | gt} bytes

Device(config-cmap)# match req-resp
body length gt 35000

（任意）HTTP トラフィックのファイアウォールの通過を許
可または拒否するための一致基準としてメッセージの最小サ
イズまたは最大サイズ（バイト単位）を使用できるように
HTTP クラス マップを設定します。

match req-resp header content-type
{violation | mismatch | unknown}

（任意）HTTP トラフィックのコンテンツ タイプに基づいて
HTTP クラス マップを設定します。

例：

ステップ 7

（任意）HTTP 非準拠トラフィックが検出されたされたとき
に HTTP メッセージがファイアウォールを通過、または TCP
接続をリセットできるように HTTP クラス マップを設定し
ます。

例：
Device(config-cmap)# match req-resp
header content-type mismatch

ステップ 8

match {request | response | req-resp} header （任意）要求と応答の両方のメッセージのヘッダー カウン
[header-name] count gt number
トが指定されたフィールドの最大数を超えているかどうかに
基づいて HTTP トラフィックを許可または拒否する HTTP
例：
ファイアウォール ポリシーを設定します。
Device(config-cmap)# match req-resp
header count gt 16

ステップ 9

match {request | response | req-resp} header （任意）HTTP 要求ヘッダーの長さに基づいて HTTP トラ
[header-name] length gt bytes
フィックを許可または拒否します。
例：
Device(config-cmap)# match response
header length gt 50000
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

match request {uri | arg} length gt bytes

（任意）HTTP トラフィックを許可または拒否するための一
致基準として要求メッセージ内の Uniform Resource Identifier
（URI）または引数の長さを使用する HTTP ファイアウォー
ル ポリシーを設定します。

例：
Device(config-cmap)# match request uri
length gt 500

ステップ 11

match request method {connect | copy |
（任意）HTTP トラフィックを許可または拒否するための一
delete | edit | get | getattribute |
致基準として要求メソッドまたは拡張メソッドを使用する
getattributenames | getproperties| head |
HTTP ファイアウォール ポリシーを設定します。
index | lock | mkdir | move | options | post |
put | revadd | revlabel | revlog | revnum |
save | setattribute | startrev | stoprev | trace
| unedit | unlock}
例：
Device(config-cmap)# match request
method connect

ステップ 12

match request port-misuse {im | p2p |
tunneling | any}

（任意）HTTP ポートを誤用しているアプリケーションを特
定します。

例：
Device(config-cmap)# match request
port-misuse any

ステップ 13

match req-resp header transfer-encoding （任意）メッセージの指定した転送エンコーディングに従っ
{chunked | compress | deflate | gzip | identity て HTTP トラフィックを許可または拒否します。
| all}
例：
Device(config-cmap)# match req-resp
header transfer-encoding compress

ステップ 14

match {request | response | req-resp} header （任意）ヘッダーがパラメータ マップで定義された正規表
[header-name] regex parameter-map-name 現と一致するかどうかに基づいて HTTP ファイアウォール
ポリシーの一致基準を設定します。
例：
Device(config-cmap)# match req-resp
header regex non_ascii_regex

• HTTP には 2 つの正規表現（regex）オプションがありま
す。 1 つは header キーワード、content-type ヘッダー
名、および regex キーワードと parameter-map-name 引
数を組み合わせたもので、 もう 1 つは header キーワー
ドと regex キーワードを parameter-map-name 引数と組
み合わせたものです。
• header および regex キーワードを parameter-map-name
引数と組み合わせる場合には、parameter-map-name 引数
の前にピリオドとアスタリスクは必要ありません。 た
とえば、parameter-map-name 引数として「html」と
「.*html」のいずれを設定してもかまいません。
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コマンドまたはアクション

目的
• header キーワードを content-type ヘッダー名および regex
キーワードと組み合わせる場合には、
parameter-map-name 引数の前にピリオドとアスタリスク
（.*）が必要です。 たとえば、parameter-map-name 引数
の「html」は「.*html」と表現します。
（注）

「html」の前にピリオドとアスタリスクを追加し
た場合（.*html）、その parameter-map-name 引数
は両方の HTTP regex オプションに対して機能しま
す。

• mismatch キーワードは、match response header
content-type regex コマンド構文で、content-type ヘッダー
名の不一致があるメッセージと一致させる場合にのみ
有効です。
ヒント

regex parameter-map-name 引数がテキスト文字列の
先頭にない場合、「.*」を追加するのは良い方法
です。

ステップ 15

match request uri regex parameter-map-name （任意）要求メッセージの URI または引数（パラメータ）
が定義された正規表現と一致しているかどうかに基づいて
例：
HTTP トラフィックを許可または拒否する HTTP ファイア
Device(config-cmap)# match request uri
ウォール ポリシーを設定します。
regex uri-regex-cm

ステップ 16

match {request | response | req-resp} body （任意）要求メッセージ、応答メッセージ、または要求メッ
regex parameter-map-name
セージと応答メッセージの両方の本体と照合する正規表現の
リストを設定します。
例：
Device(config-cmap)# match response
body regex body-regex

ステップ 17

match response status-line regex
parameter-map-name

（任意）応答メッセージのステータス ラインと照合する正
規表現のリストを指定します。

例：
Device(config-cmap)# match response
status-line regex status-line-regex

ステップ 18

（任意）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
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HTTP ファイアウォール ポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect http policy-map-name
4. class-type inspect http http-class-name
5. allow
6. log
7. reset
8. end

手順の詳細

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

policy-map type inspect http
policy-map-name

レイヤ 7 HTTP 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。

例：
Device(config)# policy-map type
inspect http myhttp-policy

ステップ 4

class-type inspect http http-class-name

HTTP プロトコルのクラス マップを作成します。

例：
Device(config-pmap)# class-type
inspect http http-class

ステップ 5

allow

（任意）このクラスに一致するトラフィック クラスを
許可します。

例：
Device(config-pmap)# allow
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

log

ログ メッセージが生成されます。

例：
Device(config-pmap)# log

ステップ 7

reset
例：
Device(config-pmap)# reset

ステップ 8

（任意）シンプル メール転送プロトコル（SMTP）本体
のデータ長が class-map type inspect smtp コマンドで設
定された値を超えている場合、TCP 接続をリセットし
ます。
QoS ポリシーマップ 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-pmap)# end

URL フィルタ ポリシーの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. parameter-map type urlfpolicy {local | n2h2 | websense} parameter-map-name
4. exit
5. class-map type urlfilter {class-map-name | match-any class-map-name | n2h2 {class-map-name |
match-any class-map-name} | websense {class-map-name | match-any class-map-name}}
6. exit
7. policy-map type inspect urlfilter policy-map-name
8. service-policy urlfilter policy-map-name
9. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

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

parameter-map type urlfpolicy {local | n2h2 | パラメータ マップ（これにはローカル、Websense、ま
websense} parameter-map-name
たは N2H2 のパラメータを含めることができます）に
関連付ける URL フィルタ名を設定し、パラメータ マッ
例：
プ タイプ検査コンフィギュレーション モードを開始し
Device(config)# parameter-map type
ます。
urlfpolicy websense websense-param-map

ステップ 4

exit
例：

パラメータ マップ タイプ検査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
モードを開始します。

Device(config-profile)# exit

ステップ 5

class-map type urlfilter {class-map-name |
URL フィルタのクラス マップを設定し、QoS クラス
match-any class-map-name | n2h2
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-name | match-any class-map-name}
| websense {class-map-name | match-any
class-map-name}}
例：
Device(config)# class-map type urlfilter
websense websense-param-map

ステップ 6

exit
例：

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、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。

Device(config-cmap)# exit

ステップ 7

policy-map type inspect urlfilter
policy-map-name

URL フィルタ ポリシーを設定し、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。

例：
Device(config)# policy-map type inspect
urlfilter websense-policy

ステップ 8

service-policy urlfilter policy-map-name

検査クラスの URL フィルタ ポリシーをサービス ポリ
シーとして適用します。

例：
Device(config-pmap)# service-policy
urlfilter websense-policy

ステップ 9

end

QoS ポリシーマップ 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。

例：
Device(config-pmap)# end
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IMAP ファイアウォール ポリシーの設定
IMAP クラス マップの設定
Integrated Messaging Access Protocol（IMAP）クラス マップを設定するには、次の作業を実行しま
す。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip inspect name inspection-name protocol [alert {on | off}] [audit-trail {on | off}] [reset]
[secure-login] [timeout seconds]
4. class-map type inspect imap [match-any] class-map-name
5. log
6. match invalid-command
7. match login clear-text
8. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

ip inspect name inspection-name protocol [alert 検査ルール セットを定義します。
{on | off}] [audit-trail {on | off}] [reset]
[secure-login] [timeout seconds]
例：
Device(config)# ip inspect name mail-guard
imap
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

class-map type inspect imap [match-any]
class-map-name

一致基準を入力するために IMAP のクラス 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。

例：
Device(config)# class-map type inspect imap
imap-class

ステップ 5

log

ログ メッセージが生成されます。

例：
Device(config-cmap)# log

ステップ 6

match invalid-command

（任意）IMAP 接続上の無効なコマンドを特定しま
す。

例：
Device(config-cmap)# match invalid-command

ステップ 7

match login clear-text

（任意）IMAP サーバが使用されるときにセキュア
でないログインを特定します。

例：
Device(config-cmap)# match login clear-text

ステップ 8

end
例：

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 コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config-cmap)# end

IMAP ポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect imap policy-map-name
4. class-type inspect imap imap-class-name
5. log
6. reset
7. end
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手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

policy-map type inspect imap
policy-map-name

レイヤ 3 の Integrated Messaging Access Protocol（IMAP）
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。

例：
Device(config)# policy-map type
inspect imap myimap-policy

ステップ 4

class-type inspect imap imap-class-name IMAP プロトコルのクラス マップを作成します。
例：
Device(config-pmap)# class-type
inspect imap pimap

ステップ 5

ログ メッセージが生成されます。

log
例：
Device(config-pmap)# log

ステップ 6

reset
例：
Device(config-pmap)# reset

ステップ 7

（任意）シンプル メール転送プロトコル（SMTP）本体
のデータ長が class-map type inspect smtp コマンドで設定
された値を超えている場合、TCP 接続をリセットしま
す。
QoS ポリシーマップ 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-pmap)# end
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インスタント メッセンジャ ポリシーの設定
IM クラス マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. class map type inspect {aol | msnmsgr | ymsgr | icg | winmsgr} [match-any] class-map-name
4. match service {any | text-chat}
5. end

手順の詳細

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

class map type inspect {aol | msnmsgr | ymsgr 一致基準を追加するためにインスタント メッセンジャ
| icg | winmsgr} [match-any] class-map-name （IM）タイプのクラス 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。
例：
Device(config)# class map type inspect
aol myaolclassmap

ステップ 4

match service {any | text-chat}

（任意）テキスト チャット メッセージに基づいて一致
条件を作成します。

例：
Device(config-cmap)# match service
text-chat

ステップ 5

end

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。

例：
Device(config-cmap)# end
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IM ポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy map type inspect protocol-name policy-map-name
4. class type inspect {aol | msnmsgr | ymsgr | icq | winmsgr} class-map-name
5. reset
6. log
7. allow
8. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

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

インスタント メッセンジャ（IM）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。

例：
Device(config)# policy map type inspect
aol myaolpolicymap

ステップ 4

class type inspect {aol | msnmsgr | ymsgr | アクションを実行する対象のトラフィック クラスを指
icq | winmsgr} class-map-name
定します。
• class-map-name：このクラス マップ名は、class-map

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
aol myaolclassmap

ステップ 5

type inspect コマンドを使用して指定したクラス
マップと一致する必要があります。
（任意）接続をリセットします。

reset
例：
Device(config-pmap)# reset
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

log

（任意）パラメータの一致に関するログ メッセージを
生成します。

例：
Device(config-pmap)# log

ステップ 7

allow

（任意）接続を許可します。

例：
Device(config-pmap)# allow

ステップ 8

end

QoS ポリシーマップ 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。

例：
Device(config-pmap)# end

次の作業
まだ実行していない場合は、「レイヤ 7 プロトコル固有パラメータ マップの設定」に従って IM
固有のパラメータ マップを設定する必要があります。

ピアツーピア ポリシーの設定
ピアツーピア（P2P）ポリシーは、eDonkey、FastTrack、Gnutella、Kazaa バージョン 2 の各 P2P ア
プリケーションのために作成できます。

P2P クラス マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. class map type inspect {edonkey | fasttrack | gnutella | kazaa2} [match-any] class-map-name
4. match file-transfer [regular-expression]
5. match search-file-name [regular-expression]
6. match text-chat [regular-expression]
7. end
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手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

class map type inspect {edonkey |
一致基準を追加するためにピアツーピア（P2P）タイプのク
fasttrack | gnutella | kazaa2} [match-any] ラス マップを作成し、QoS クラスマップ コンフィギュレー
class-map-name
ション モードを開始します。
例：
Device(config)# class map type
inspect edonkey myclassmap

ステップ 4

match file-transfer [regular-expression]
例：
Device(config-cmap)# match
file-transfer *

ステップ 5

match search-file-name
[regular-expression]

（任意）サポートされている任意の P2P プロトコル内のファ
イル転送接続に一致します。
（注）

（任意）eDonkey P2P アプリケーションを使用したクライア
ントの検索要求に含まれるファイル名をブロックします。
（注）

例：
Device(config-cmap)# match
search-file-name

ステップ 6

match text-chat [regular-expression]
例：

このコマンドは、eDonkey P2P アプリケーションに
対してのみ使用できます。

（任意）eDonkey P2P アプリケーションを使用したクライア
ント間のテキスト チャット メッセージをブロックします。

Device(config-cmap)# match text-chat （注）

ステップ 7

すべてのファイル転送接続がこのトラフィック ク
ラスによって識別されるよう指定するには、正規
表現として「*」を使用します。

このコマンドは、eDonkey P2P アプリケーションに
対してのみ使用できます。

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
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ピアツーピア ポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy map type inspect p2p policy-map-name
4. class type inspect {edonkey | fasttrack | gnutella | kazaa2} class-map-name
5. reset
6. log
7. allow
8. end

手順の詳細

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

policy map type inspect p2p
policy-map-name

ピアツーピア（P2P）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。

例：
Device(config)# policy map type
inspect p2p mypolicymap

ステップ 4

class type inspect {edonkey | fasttrack |
gnutella | kazaa2} class-map-name
例：
Device(config-pmap)# class type
inspect edonkey myclassmap

ステップ 5

reset

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、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。
• class-map-name：このクラス マップ名は、class-map
type inspect コマンドで指定したクラス マップと一
致する必要があります。
（任意）接続をリセットします。

例：
Device(config-pmap)# reset
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

log

（任意）パラメータの一致に関するログ メッセージを生
成します。

例：
Device(config-pmap)# log

ステップ 7

（任意）接続を許可します。

allow
例：
Device(config-pmap)# allow

ステップ 8

QoS ポリシーマップ 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-pmap)# end

POP3 ファイアウォール ポリシーの設定
POP3 ファイアウォール クラス マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip inspect name inspection-name protocol [alert {on | off}] [audit-trail {on | off}] [reset]
[secure-login] [timeout seconds]
4. class-map type inspect pop3 [match-any] class-map-name
5. match invalid-command
6. match login clear-text
7. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

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

ip inspect name inspection-name protocol [alert 検査ルール セットを定義します。
{on | off}] [audit-trail {on | off}] [reset]
[secure-login] [timeout seconds]
例：
Device(config)# ip inspect name mail-guard
pop3

ステップ 4

class-map type inspect pop3 [match-any]
class-map-name
例：

一致基準を入力するために Post Office Protocol,
Version 3（POP3）プロトコルのクラス 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。

Device(config)# class-map type inspect pop3
pop3-class

ステップ 5

match invalid-command

（任意）POP3 サーバ上の無効なコマンドを特定し
ます。

例：
Device(config-cmap)# match invalid-command

ステップ 6

match login clear-text

（任意）POP3 サーバを使用するときにセキュアで
ないログインを特定します。

例：
Device(config-cmap)# match login clear-text

ステップ 7

end

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。

例：
Device(config-cmap)# end
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POP3 ファイアウォール ポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect pop3 policy-map-name
4. class-type inspect pop3 pop3-class-name
5. log
6. reset
7. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

policy-map type inspect pop3
policy-map-name

レイヤ 7 Post Office Protocol, Version 3（POP3）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。

例：
Device(config)# policy-map type
inspect pop3 mypop3-policy

ステップ 4

class-type inspect pop3 pop3-class-name POP3 プロトコルのクラス マップを作成します。
例：
Device(config-pmap)# class-type
inspect pop3 pcl

ステップ 5

ログ メッセージが生成されます。

log
例：
Device(config-pmap)# log

ステップ 6

reset
例：
Device(config-pmap)# reset

（任意）シンプル メール転送プロトコル（SMTP）本体
のデータ長が class-map type inspect smtp コマンドで設
定された値を超えている場合、TCP 接続をリセットしま
す。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

QoS ポリシーマップ 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。

例：
Device(config-pmap)# end

SMTP ファイアウォール ポリシーの設定
SMTP ファイアウォール クラス マップの設定

（注）

クラス マップで拡張 SMTP（ESMTP）のインスペクションをイネーブルにするには、match
protocol smtp extended コマンドを使用します。 このコマンドの使用の詳細については、「ゾー
ンベース ポリシー ファイアウォールの前提条件」の項を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. class-map type inspect smtp [match-all | match-any] class-map-name
4. match data-length gt max-data-value
5. end

手順の詳細

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
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

class-map type inspect smtp [match-all |
match-any] class-map-name

一致基準を入力するためにシンプル メール転送プロト
コル（SMTP）プロトコルのクラス 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。

例：
Device(config)# class-map type inspect
smtp smtp-class

ステップ 4

match data-length gt max-data-value

SMTP 接続で転送されたデータ量が設定した制限を超え
ているかどうかを判断します。

例：
Device(config-cmap)# match data-length
gt 200000

ステップ 5

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

SMTP ファイアウォール ポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect smtp policy-map-name
4. class-type inspect smtp smtp-class-name
5. reset
6. end

手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：ゾーンベース ポリシー ファイアウォール、Cisco IOS
XE Release 3S（ASR 1000）
57

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
レイヤ 7 プロトコル固有ファイアウォール ポリシーの設定

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

policy-map type inspect smtp
policy-map-name

レイヤ 7 のシンプル メール転送プロトコル（SMTP）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。

例：
Device(config)# policy-map type
inspect smtp mysymtp-policy

ステップ 4

class-type inspect smtp smtp-class-name

SMTP プロトコルのインスペクション パラメータを設定
します。

例：
Device(config-pmap)# class-type
inspect smtp sc

ステップ 5

reset
例：

（任意）SMTP 本体のデータ長が class-map type inspect
smtp コマンドで設定された値を超えている場合、TCP 接
続をリセットします。

Device(config-pmap)# reset

ステップ 6

end

QoS ポリシーマップ 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。

例：
Device(config-pmap)# end

SUNRPC ファイアウォール ポリシーの設定
（注）

リモート プロシージャ コール（RPC）プロトコルを検査する場合（つまり、レイヤ 4 クラス
マップで match protocol sunrpc コマンドを指定した場合）は、レイヤ 7 SUNRPC ポリシー マッ
プが必要です。

SUNRPC ファイアウォール クラス マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. class-map type inspect sunrpc [match-any] class-map-name
4. match program-number program-number
5. end
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手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

class-map type inspect sunrpc [match-any] 一致基準を入力するために SUNRPC プロトコルのクラ
class-map-name
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。
例：
Device(config)# class-map type inspect
sunrpc long-urls

ステップ 4

match program-number program-number （任意）許可するリモート プロシージャ コール（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
例：
す。
Device(config-cmap)# match
program-number 2345

ステップ 5

QoS ポリシーマップ 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

SUNRPC ファイアウォール ポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. policy-map type inspect sunrpc policy-map-name
4. class-type inspect sunrpc sunrpc-class-name
5. allow [wait-time minutes]
6. end
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手順の詳細

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

policy-map type inspect sunrpc
policy-map-name

レイヤ 7 SUNRPC ポリシー マップを作成し、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。

例：
Device(config)# policy-map type
inspect sunrpc my-rpc-policy

ステップ 4

class-type inspect sunrpc
sunrpc-class-name

SUNRPC プロトコルのインスペクション パラメータを設定
します。

例：
Device(config-pmap)# class-type
inspect sunrpc cs1

ステップ 5

allow [wait-time minutes]
例：
Device(config-pmap)# allow wait-time
10

ステップ 6

end

（任意）設定したプログラム番号を許可します。
• 後続の同じ送信元アドレスからの接続と同じ宛先アド
レスおよびポートへの接続を許可するためにファイア
ウォールに小さい穴を開けておく分数を指定します。
デフォルトの待機時間は 0 分です。 このキーワードは
リモート プロシージャ コール（RPC）プロトコルに対
してのみ使用できます。
QoS ポリシーマップ 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。

例：
Device(config-pmap)# end
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MSRPC ファイアウォール ポリシーの設定
（注）

リモート プロシージャ コール（RPC）プロトコルを検査する場合（つまり、レイヤ 4 クラス
マップで match protocol msrpc コマンドを指定した場合）は、レイヤ 7 Microsoft リモート プ
ロシージャ コール（MSRPC）ポリシー マップが必要です。
MSRPC ファイアウォール ポリシーを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. parameter-map type protocol-info msrpc parameter-map-name
4. timeout seconds
5. exit
6. class-map type inspect match-any class-map-name
7. match protocol msrpc
8. match protocol msrpc-smb-netbios
9. exit
10. policy-map type inspect policy-map-name
11. class type inspect class-map-name
12. inspect
13. exit
14. class class-default
15. drop
16. exit
17. exit
18. zone security security-zone-name
19. exit
20. zone security security-zone-name
21. exit
22. zone-pair security zone-pair-name source source-zone destination destination-zone
23. service-policy type inspect policy-map-name
24. end
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手順の詳細

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

parameter-map type protocol-info
msrpc parameter-map-name

アプリケーション固有のパラメータ マップを定義し、パラ
メータ マップ タイプ検査コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config)# parameter-map type
protocol-info msrpc para-map

ステップ 4

timeout seconds

MSRPC エンドポイント マッパー（EPM）のタイムアウトを
設定します。

例：
Device(config-profile)# timeout 60

ステップ 5

exit
例：

パラメータ マップ タイプ検査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 モードを
開始します。

Device(config-profile)# exit

ステップ 6

class-map type inspect match-any
class-map-name

トラフィック クラスの検査タイプ 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。

例：
Device(config)# class-map type
inspect match-any c-map

ステップ 7

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

ステップ 8

match protocol msrpc-smb-netbios
例：
Device(config-cmap)# match protocol
msrpc-smb-netbios

指定されたプロトコルに基づくクラス マップの一致基準を
設定します。
• 検査タイプ クラス マップの一致基準には、Cisco ステー
トフル パケット インスペクションでサポートされてい
るプロトコルのみを使用できます。
指定されたプロトコルに基づくクラス マップの一致基準を
設定します。
• 検査タイプ クラス マップの一致基準には、Cisco ステー
トフル パケット インスペクションでサポートされてい
るプロトコルのみを使用できます。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

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、
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(config-cmap)# exit

ステップ 10

policy-map type inspect
policy-map-name

レイヤ 3 およびレイヤ 4 の検査タイプ 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。

例：
Device(config)# policy-map type
inspect p-map

ステップ 11

class type inspect class-map-name
例：

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。

Device(config-pmap)# class type
inspect c-map

ステップ 12

Cisco 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
例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 13

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
ドを開始します。

exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 14

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

システム デフォルト クラスの照合を指定し、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。
• システム デフォルト クラスを指定しない場合、未分類
のパケットが照合されます。

ステップ 15

定義されたクラスに一致するパケットをドロップします。

drop
例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 16

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
ドを開始します。

exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：ゾーンベース ポリシー ファイアウォール、Cisco IOS
XE Release 3S（ASR 1000）
63

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
レイヤ 7 プロトコル固有ファイアウォール ポリシーの設定

ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

exit

QoS ポリシーマップ 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 モードを開始しま
す。

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 18

zone security security-zone-name
例：

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
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。

Device(config)# zone security
in-zone

ステップ 19

exit
例：

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 モードを開始しま
す。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 20

zone security security-zone-name
例：

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
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。

Device(config)# zone security
out-zone

ステップ 21

exit
例：

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 モードを開始しま
す。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 22

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

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。
（注）

例：

ポリシーを適用するには、ゾーン ペアを設定する
必要があります。

Device(config)# zone-pair security
in-out source in-zone destination
out-zone

ステップ 23

service-policy type inspect
policy-map-name
例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect p-map

ステップ 24

end

ファイアウォール ポリシー マップを宛先ゾーン ペアに付加
します。
（注）

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、
トラフィックはデフォルトでドロップされます。

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、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end
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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、セキュリティ ゾー
ンを 1 つだけ作成し、「セルフ」と呼ばれるシステム定義のセキュリティ ゾーンを使用できま
す。セルフ ゾーンを選択する場合、検査ポリシングは設定できません。
このプロセスを使用して、次の作業を実行します。
• 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。
• セキュリティ ゾーンを少なくとも 1 つ作成します。
• ゾーン ペアを定義します。

ヒント

ゾーンを作成する前に、ゾーンの構成要素をよく検討する必要があります。 一般的なガイド
ラインは、セキュリティの観点から同様の性質をもつインターフェイスをグループにすること
です。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. zone security zone-name
4. description line-of-description
5. exit
6. zone-pair security zone-pair name [source source-zone-name | self] destination [self |
destination-zone-name]
7. description line-of-description
8. exit
9. interface type number
10. zone-member security zone-name
11. exit
12. zone-pair security zone-pair-name [source source-zone-name | self] destination [self |
destination-zone-name]
13. service-policy type inspect policy-map-name
14. end
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手順の詳細

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

zone security zone-name
例：

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
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。

Device(config)# zone security zone1

ステップ 4

description line-of-description

（任意）ゾーンの説明を入力します。

例：
Device(config-sec-zone)# description
Internet Traffic

ステップ 5

exit
例：

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 モードを開始し
ます。

Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6

zone-pair security zone-pair name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア コンフィ
source-zone-name | self] destination [self | ギュレーション モードを開始します。
destination-zone-name]
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーン ペアを設定す
る必要があります。
例：
Device(config)# zone-pair security zp
source z1 destination z2

ステップ 7

description line-of-description

（任意）ゾーン ペアの説明を入力します。

例：
Device(config-sec-zone-pair)#
description accounting network

ステップ 8

exit
例：

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 モードを開
始します。

Device(config-sec-zone-pair)# exit
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイスを設定し、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。

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 10

zone-member security zone-name
例：
Device(config-if)# zone-member
security zone1

ステップ 11

インターフェイスを指定したセキュリティ ゾーンに割り当
てます。
（注）

インターフェイスをセキュリティ ゾーンのメン
バーにした場合、方向に関係なくインターフェイ
スを通過するすべてのトラフィック（デバイス宛
のトラフィックまたはデバイス発信のトラフィッ
クを除く）は、デフォルトでドロップされます。
トラフィックがインターフェイス通過するには、
ゾーンをポリシーの適用先のゾーン ペアの一部に
する必要があります。 ポリシーがトラフィックを
許可すると、トラフィックはそのインターフェイ
スを通過できます。

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 モードに入りま
す。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 12

zone-pair security zone-pair-name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア コンフィ
source-zone-name | self] destination [self | ギュレーション モードを開始します。
destination-zone-name]
例：
Device(config)# zone-pair security zp
source z1 destination z2

ステップ 13

service-policy type inspect
policy-map-name

（注）

例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect p2

ステップ 14

ファイアウォール ポリシー マップを宛先ゾーン ペアに付
加します。
ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、
トラフィックはデフォルトでドロップされます。

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、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-sec-zone-pair)# end
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WAAS による Cisco ファイアウォールの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip wccp service-id
4. ip inspect waas enable
5. class-map type inspect class-name
6. match protocol protocol-name [signature]
7. exit
8. policy-map type inspect policy-map-name
9. class class-default
10. class-map type inspect class-name
11. inspect
12. exit
13. exit
14. zone security zone-name
15. description line-of-description
16. exit
17. zone-pair security zone-pair name [source source-zone-name | self] destination [self |
destination-zone-name]
18. description line-of-description
19. exit
20. interface type number
21. description line-of-description
22. zone-member security zone-name
23. ip address ip-address
24. ip wccp service-id {group-listen | redirect {in | out}} | redirect exclude in | web-cache {group-listen
| redirect {in | out}}
25. exit
26. zone-pair security zone-pair-name {source source-zone-name | self} destination [self |
destination-zone-name]
27. service-policy type inspect policy-map-name
28. end
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手順の詳細

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。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
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

ip wccp service-id

Web Cache Communication Protocol（WCCP）の動的に定義さ
れたサービス識別番号を入力します。

例：
Device(config)# ip wccp 61

ステップ 4

ステップ 5

ステップ 6

ip inspect waas enable
例：

Cisco Wide Area Application Services（WAAS）最適化を検出
できるように、Cisco ファイアウォール インスペクションを
イネーブルにします。

Device(config)# ip inspect waas
enable

（注）

class-map type inspect class-name

サービス統合型ルータ（ISR）が Cisco ファイア
ウォールとともに WAAS 最適化パス内の中間デバ
イスとして展開されている場合は、ip inspect waas
enable コマンドを使用して、WAAS 対応と相互運
用性をイネーブルにする必要があります。 このデ
バイスが最適化を認識するよう設定されていない
場合、最適化されたトラフィックは想定されてい
る TCP アクティビティに違反し、ファイアウォー
ルによってドロップされます。

例：

トラフィック クラスの検査タイプ 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。

Device(config)# class-map type
inspect most-traffic

（注）

match protocol protocol-name
[signature]

指定されたプロトコルに基づくクラス マップの一致基準を
設定します。

class-map type inspect most-traffic コマンドは非表
示です。

• 検査タイプ クラス マップの一致基準には、Cisco ステー

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

トフル パケット インスペクションでサポートされてい
るプロトコルのみを使用できます。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

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、
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(config-cmap)# exit

ステップ 8

policy-map type inspect policy-map-name レイヤ 3 およびレイヤ 4 の検査タイプ 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
例：
を開始します。
Device(config)# policy-map type
inspect p1

ステップ 9

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

ステップ 10

class-map type inspect class-name
例：

システム デフォルト クラスの照合を指定します。
• システム デフォルト クラスを指定しない場合、未分類
のパケットが照合されます。
アクションを実行する対象のファイアウォール トラフィッ
ク（クラス）マップを指定し、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。

Device(config-pmap)# class-map type
inspect most-traffic

ステップ 11

inspect

Cisco 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。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 12

exit
例：

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、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。

Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 13

exit

ポリシーマップ 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 モードを開始します。

例：
Device(config-pmap)# exit

ステップ 14

zone security zone-name
例：

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
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。

Device(config)# zone security zone1

ステップ 15

description line-of-description

（任意）ゾーンの説明を入力します。

例：
Device(config-sec-zone)# description
Internet Traffic

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：ゾーンベース ポリシー ファイアウォール、Cisco
IOS XE Release 3S（ASR 1000）
70

ゾーンベース ポリシー ファイアウォール
WAAS による Cisco ファイアウォールの設定

ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

exit

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 モードを開始しま
す。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 17

zone-pair security zone-pair name
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーン コンフィギュ
[source source-zone-name | self]
レーション モードを開始します。
destination [self | destination-zone-name]
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーン ペアを設定する
必要があります。
例：
Device(config)# zone-pair security
zp source z1 destination z2

ステップ 18

description line-of-description

（任意）ゾーン ペアの説明を入力します。

例：
Device(config-sec-zone)# description
accounting network

ステップ 19

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 モードを開始しま
す。

exit
例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 20

interface type number

インターフェイスを指定し、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。

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 21

description line-of-description

（任意）インターフェイスについて説明します。

例：
Device(config-if)# description zone
interface

ステップ 22

zone-member security zone-name
例：
Device(config-if)# zone-member
security zone1

インターフェイスを指定したセキュリティ ゾーンに割り当
てます。
（注）

インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバー
にした場合、方向に関係なくインターフェイスを
通過するすべてのトラフィック（デバイス宛のト
ラフィックまたはデバイス発信のトラフィックを
除く）は、デフォルトでドロップされます。 トラ
フィックがインターフェイス通過するには、ゾー
ンをポリシーの適用先のゾーン ペアの一部にする
必要があります。 ポリシーがトラフィックを許可
すると、トラフィックはそのインターフェイスを
通過できます。
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ステップ 23

コマンドまたはアクション

目的

ip address ip-address

セキュリティ ゾーンのインターフェイス IP アドレスを割り
当てます。

例：
Device(config-if)# ip address
10.70.0.1 255.255.255.0

ステップ 24

ip wccp service-id {group-listen | redirect インターフェイスでの WCCP パラメータを指定します。
{in | out}} | redirect exclude in |
web-cache {group-listen | redirect {in |
out}}
例：
Device(config-if)# ip wccp 61
redirect in

ステップ 25

exit

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 モードに入ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 26

zone-pair security zone-pair-name
ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーンペア コンフィ
{source source-zone-name | self}
ギュレーション モードを開始します。
destination [self | destination-zone-name]
例：
Device(config)# zone-pair security
zp source z1 destination z2

ステップ 27

service-policy type inspect
policy-map-name
例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect p2

ステップ 28

end

ファイアウォール ポリシー マップを宛先ゾーン ペアに付加
します。
（注）

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、
トラフィックはデフォルトでドロップされます。

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、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-sec-zone-pair)# end
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ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの設定例
例：レイヤ 3 およびレイヤ 4 ファイアウォール ポリシーの設定
次の例は、レイヤ 3 またはレイヤ 4 トップレベル ポリシーを示します。 トラフィックはアクセス
コントロール リスト（ACL）199 と照合され、ディープ パケット HTTP インスペクションが設定
されています。 match access-group 101 を設定すると、レイヤ 4 インスペクションがイネーブルに
なります。 結果として、クラスマップのタイプが match-all である場合を除き、レイヤ 7 インス
ペクションは省略されます。
class-map type inspect match-all http-traffic
match protocol http
match access-group 101
policy-map type inspect mypolicy
class type inspect http-traffic
inspect
service-policy http http-policy

例：レイヤ 7 プロトコル固有ファイアウォール ポリシーの設定
次の例は、URL の長さが 500 を超える HTTP セッションと一致させる方法を示します。 レイヤ 7
ポリシー アクション reset が設定されます。
class-map type inspect http long-urls
match request uri length gt 500
policy-map type inspect http http-policy
class type inspect http long-urls
reset

次に、extended キーワードを指定して拡張 SMTP（ESMTP）のインスペクションをイネーブルに
する例を示します。
class-map type inspect c1
match protocol smtp extended
policy-map type inspect p1
class type inspect c1
inspect

service-policy type inspect smtp コマンドは任意であり、inspect コマンドの後に入力できます。

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
例：セキュリティ ゾーンの作成
次の例は、財務部門ネットワークと呼ばれるセキュリティ ゾーン z1、およびエンジニアリング
サービス ネットワークと呼ばれるセキュリティ ゾーン z2 を作成する方法を示します。
zone security z1
description finance department networks
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!
zone security z2
description engineering services network

例：ゾーン ペアの作成
次の例は、ゾーン z1 と z2 を作成し、両ゾーン間を流れるトラフィックについてゾーン z2 でファ
イアウォール ポリシー マップを適用するよう指定する方法を示します。
zone-pair security zp source z1 destination z2
service-policy type inspect p1

例：セキュリティ ゾーンへのインターフェイスの割り当て
次の例は、イーサネット インターフェイス 0 をゾーン z1 に、およびイーサネット インターフェ
イス 1 をゾーン z2 に付加する方法を示します。
interface ethernet0
zone-member security z1
!
interface ethernet1
zone-member security z2

例：Websense の URL フィルタ ポリシーの設定
例：Websense サーバの設定
parameter-map type urlfpolicy websense websense-param-map
server fw21-ss1-bldr.example.com timeout 30
source-interface Loopback0
truncate script-parameters
cache-size maximum-entries 100
cache-entry-lifetime 1
block-page redirect-url http://abc.example.com

例：Websense クラス マップの設定
class-map type urlfilter websense match-any websense-class
match server-response any

例：Websense URL フィルタ ポリシーの設定
policy-map type inspect urlfilter websense-policy
parameter type urlfpolicy websense websense-param-map
class type urlfilter websense websense-class
server-specified-action
log

例：URL フィルタ ポリシーの設定
parameter-map type urlfpolicy websense-param-map
class-map type urlfilter websense websense-param-map
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policy-map type inspect urlfilter websense-policy
service-policy urlfilter websense-policy

例：WAAS による Cisco ファイアウォールの設定
次に、Web Cache Communication Protocol（WCCP）を使用してトラフィックの代行受信のために
Wide Area Application Engine（WAE）デバイスにトラフィックをリダイレクトする Cisco ファイア
ウォールのエンドツーエンド Wide Area Application Services（WAAS）トラフィック フロー最適化
の設定例を示します。
次の設定例では、integrated-service-engine インターフェイスが異なるゾーンで設定され、各セキュ
リティ ゾーン メンバーにインターフェイスが割り当てられているため、セキュリティ ゾーン メ
ンバー間でトラフィックがドロップされないようになっています。 ご使用のリリースによって
は、異なる入力インターフェイスに対処するために Cisco ファイアウォール コンフィギュレーショ
ンに変更が加えられています。
ip wccp 61
ip wccp 62
ip inspect waas enable
class-map type inspect most-traffic
match protocol icmp
match protocol ftp
match protocol tcp
match protocol udp
!
policy-map type inspect p1
class-type inspect most-traffic
inspect
!
class class-default
zone security zone-hr
!
zone security zone-outside
!
zone security z-waas
!
zone-pair security hr-out source zone-hr destination zone-outside
service-policy type inspect p1
!
zone-pair security out--hr source zone-outside destination zone-hr
service-policy type inspect p1
!
zone-pair security eng--out source zone-eng destination zone-outside
service-policy type inspect p1
interface GigabitEthernet 0/0
description Trusted interface
ip address 10.70.0.1 255.255.255.0
ip wccp 61 redirect in!
zone-member security zone-hr
interface GigabitEthernet 0/0
description Trusted interface
ip address 10.71.0.2 255.255.255.0
ip wccp 61 redirect in
zone-member security zone-eng
!
interface GigabitEthernet 0/1
description Untrusted interface
ip address 10.72.2.3 255.255.255.0
ip wccp 62 redirect in
zone-member security zone-outside
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（注）

新しいコンフィギュレーションでは、ご使用のリリースによって、統合サービス エンジンを
独自のゾーンに配置し、いずれのゾーン ペアにも含まれる必要がないようにしています。
zone-hr（zone-out）と zone-eng（zone-output）の間にゾーン ペアが設定されます。
interface Integrated-Service-Engine l/0
ip address 10.70.100.1 255.255.255.252
ip wccp redirect exclude in
zone-member security z-waas

例：クラス マップのプロトコル一致データが増加しない
次のコンフィギュレーション例では、show policy-map type inspect zone-pair コマンドの出力で一
致カウンタの問題が発生します。
class-map type inspect match-any y
match protocol tcp
match protocol icmp
class-map type inspect match-all x
match class y

ただし、クラスマップが任意のクラスマップに一致する場合、このコンフィギュレーションの累
積カウンタは show policy-map type inspect zone-pair コマンドの出力に表示されます。
Device# show policy-map type inspect zone session
policy exists on zp zp
Zone-pair: zp
Service-policy inspect : fw
Class-map: x (match-any)
Match: class-map match-any y
2 packets, 48 bytes
<======= Cumulative class map counters are incrementing.
30 second rate 0 bps
Match: protocol tcp
0 packets, 0 bytes
<==== The match for the protocol is not incrementing.
30 second rate 0 bps
Match: protocol icmp
0 packets, 0 bytes
30 second rate 0 bps
Inspect
Number of Established Sessions = 1
Established Sessions
Session 53105C0 (10.1.1.2:19180)=>(172.16.1.2:23) telnet:tcp SIS_OPEN
Created 00:00:02, Last heard 00:00:02
Bytes sent (initiator:responder) [30:69]
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Drop
0 packets, 0 bytes
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SMTP のアプリケーション インスペクションと制御の追
加情報
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』

ファイアウォール 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』

ESMTP ファイアウォール情報。

『ESMTP Support for Cisco IOS Firewall』

SMTP ポリシーの設定の情報。

『Zone-Based Policy Firewall』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 821 とは別の、RFC 1869 およびその他の
SMTP RFC 拡張

『SMTP Service Extensions』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの機能情報
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：ゾーンベース ポリシー ファイアウォールの機能情報

機能名

リリース

HTTP のアプリケーション イン 12.4(9)T
スペクションと制御：フェーズ
2

機能情報
HTTP のアプリケーション インスペクションと制
御：フェーズ 2 機能は、現在のサポート機能を
HTTP アプリケーション ファイアウォール ポリ
シーに対応するように拡張します。
次のコマンドが、この機能によって導入または変
更されました。regexmatch body regex、match
header count、match header length、match header
regex、match request length、match request、
match response status-line regex。
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機能名

リリース

機能情報

電子メール インスペクション
エンジン

15.1(1)S

電子メール インスペクション エンジン機能を使
用すると、シスコ デバイスを通過する SSL VPN
トンネル接続に含まれる POP3、IMAP、および
E/SMTP 電子メール トラフィックを検査できま
す。

P2P アプリケーション インスペ 12.4(9)T
クションと制御：フェーズ 1
12.4(20)T

P2P アプリケーション インスペクションと制御：
フェーズ 1 機能には、eDonkey、FastTrack、
Gnutella バージョン 2、および Kazaa バージョン
2 のピアツーピア アプリケーションに対して設定
されたポリシーを識別および施行するためのサ
ポートが導入されています。
また、AOL、MSN Messenger、Yahoo Messenger の
各インスタント メッセンジャ（IM）アプリケー
ションに対して設定されたポリシーを識別および
施行するためのサポートも導入されます。
Release 12.4(20)T で、H.323、VoIP、および SIP ア
プリケーションのサポートが追加されました。
Release 12.4(20)T で、ICQ、Windows Messenger の
各 IM アプリケーションのサポートも追加されま
した。
次のコマンドが、この機能によって導入または変
更されました。class-map type inspect、class type
inspect、clear parameter-map type protocol-info、
debug policy-firewall、match file-transfer、match
protocol (zone)、match search-file-name、match
service、match text-chat、parameter-map type、
policy-map type inspect、server (parameter-map)、
show parameter-map type protocol-info。

検査トラフィックのレート制限 12.4(9)T

検査トラフィックのレート制限機能を使用する
と、ユーザは Cisco ファイアウォール（検査）ポ
リシー内でトラフィックをレート制限できます。
また、1 つのゾーン ペアに存在できるセッション
の絶対数を制限することもできます。
次のコマンドが、この機能によって導入されまし
た。police (zone policy)、sessions maximum。
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機能名

リリース

ゾーンベース ポリシー ファイ 12.4(6)T
アウォール

機能情報
ゾーンベース ポリシー ファイアウォール機能は、
ゾーンと呼ばれるインターフェイス グループ間の
Cisco 単方向ファイアウォール ポリシーを提供し
ます。
この機能により、次のコマンドが導入または変更
されました。
class-map type inspect、class type inspect、clear
parameter-map type protocol-info、debug
policy-firewall、match body regex、match
file-transfer、match header count、match header
length、match header regex、match protocol
(zone)、match request length、match request
regex、match response status-line regex、match
search-file-name、match service、match text-chat、
parameter-map type、policy-map type inspect、
server (parameter-map)、service-policy
(policy-map)、service-policy type inspect、show
parameter-map type protocol-info。

15.1(4)M
Microsoft リモート プロシー
ジャ コール（MSRPC）のゾー
ンベース ファイアウォール サ
ポート

MSRPC のゾーンベース ファイアウォール サポー
ト機能により、MSRPC に対するゾーンベース ポ
リシー ファイアウォール サポートが追加されま
す。
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機能名

リリース

ゾーンベース ファイアウォー 15.0(1)M
ル（ZBFW）操作性および管理 15.1(1)T
性

機能情報
このマニュアルで扱うゾーン ベース ファイア
ウォール操作性および管理性機能は、ゾーンベー
ス ファイアウォールでの Out-of-Order（OoO）パ
ケット処理のサポート、ゾーンベース ファイア
ウォールでのイントラゾーンのサポート、および
拡張デバッグ機能です。
次のコマンドが、この機能によって導入または変
更されました。clear ip ips statistics、debug cce dp
named-db inspect、debug policy-firewall、debug ip
virtual-reassembly list、parameter-map type ooo
global、show parameter-map type ooo global、
zone-pair security。
ご使用のリリースによっては、次のコマンドが導
入または変更されました。class-map type inspect、
clear policy-firewall、log (parameter-map type)、
match request regex、parameter-map type inspect、
show parameter-map type inspect、show
policy-firewall config、show policy-firewall mib、
show policy-firewall sessions、show policy-firewall
stats、show policy-firewall summary-log。
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