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このマニュアルでは、Catalyst 6500 シリーズ Intrusion Detection System Module（IDSM）について、
インストレーションおよびコンフィギュレーション手順を含めて説明します。

（注） このマニュアルでは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチの CLI（コマンドライン インターフェイ
ス）から IDSM を設定する方法について説明します。

IDSM の最新リリースノートは、Cisco.com の次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/idsm/idsm_2/index.htm

オンライン資料には出版物の印刷後に反映されたアップデートおよび変更が含まれていることが
あります。
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IDSM の概要
IDSM は、Catalyst 6500 シリーズ スイッチへの搭載およびメンテナンスが容易なスイッチング モ
ジュールです。IDSM は Cisco Intrusion Detection System（Cisco IDS）の構成要素で、UNIX 対応
Cisco IDS Director（IDS Director）または Cisco Secure Policy Manager（CSPM）のいずれかを使用
して管理します。IDS Director または CSPM には、分散ネットワーク環境でセキュリティを管理
するためのグラフィカル インターフェイスが提供されています。IDSM は、ネットワーク センシ
ング、つまりパケット キャプチャおよび解析によるネットワーク パケットのリアルタイム モニ
タを実行します。

IDSM は、ネットワーク パケットをキャプチャして再組み立てし、そのデータを一般的な侵入行
為を示すルール セットと比較します。ネットワーク トラフィックは、スイッチのセキュリティ
VLAN Access Control List（VACL;VLAN アクセス制御リスト）に基づいて IDSM にコピーされる
か、またはスイッチの Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）ポート機能
によって IDSM にルーティングされます。どちらの方法でも、ユーザが指定した種類のトラ
フィックをスイッチ ポート、VLAN、またはトラフィック タイプ別に検査できます（図 1 を参
照）。

図 1 IDSM の構造

IDSM は、ネットワーク パケットのデータ部分、ヘッダー部分、またはその両方を調べることに
より、不正利用パターンの有無を調べます。コンテンツベースの攻撃はデータ部分から派生し、
コンテキストベースの攻撃はヘッダー部分から派生します。
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仕様
IDSM は、攻撃を検知するとアラームを生成します。IDSM によって生成されたアラームは、
Catalyst 6000 ファミリー スイッチのバックプレーンを経由して IDS Director または CSPM に渡さ
れ、ログに記録されるか、またはグラフィカル ユーザ インターフェイスに表示されます。ア
ラーム通信は、Cisco IDS Postoffice プロトコルによって処理されます。これは、IDSM から IDS 
Director または CSPM にアラームを送信する独自仕様のプロトコルです。 

（注） IDSM は IP ロギング（IP パケットをファイル システム内のファイルに保管）をサポートしてい
ませんが、Cisco IDS Sensor はこの機能をサポートしています。 

IDSM 管理の詳細については、次の URL にある IDS Director または CSPM のマニュアルを参照し
てください。

• http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/csids7/index.htm

• http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/ismg/policy/

仕様
表 1 に、IDSM の仕様を示します。

ソフ トウェアおよびハードウェア要件
ここでは、IDSM のソフトウェアおよびハードウェア要件を示します。

• 任意の Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシ

• スーパバイザ エンジンに対応する Catalyst ソフトウェア Release 6.1(1d) 以降

• MSFC2 を搭載した Supervisor Engine 2 に対応する Cisco IOS Release 12.1(8a)EX 以降

• MSFC2 を搭載した Supervisor Engine 1 に対応する Cisco IOS Release 12.1(11b)E 以降

互換性のある Secure Shell プロ ト コル クライアン ト
IDSM と互換性のある Secure Shell（SSH）プロトコル クライアントは、次のとおりです。

• Windows NT 4.0/SecureCRT

• Windows NT 4.0/PuTTY

• Solaris 8/F-Secure SSH version 2.3.0

表 1 IDSM の仕様

仕様 説明

寸法（高さ × 幅 × 奥行） 1.18×15.51×16.34 インチ（30×394×415 mm）

重量 最小：3 ポンド（1.36 kg）
最大：5 ポンド（2.27 kg）

動作時の温度 32 ～ 104°F（0 ～ 40°C）

非動作時の温度 –40 ～ 167°F（–40 ～ 75°C）

湿度 10 ～ 90 %（結露しないこと）
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前面パネル
• Solaris 8/OpenSSH version 2.5.1p2

• Linux 2.4/OpenSSH version 3.0.2pl

前面パネル
IDSM には、STATUS LED、ハードドライブ（HD）LED、SHUTDOWN ボタン、および PCMCIA
スロットが 1 つずつあります（図 2 を参照）。

図 2 IDSM

ここでは IDSM の次の項目について説明します。

• STATUS LED（p.4）

• SHUTDOWN ボタン（p.4）

• HD LED（p.5）

• PCMCIA スロット（p.5）

STATUS LED

表 2 では、STATUS LED が示す IDSM の状態について説明します。 

SHUTDOWN ボタン

IDSM の破損を防ぐためには、IDSM を正しくシャットダウンすることが重要です。スイッチン
グ モジュールを正しくシャットダウンするには、Catalyst 6500 シリーズのコンソールから IDSM
へログインし、shutdown コマンドを入力します。IDSM が shutdown コマンドに応答しない場合
は、SHUTDOWN ボタンを押して IDSM を手動でシャットダウンしてください。
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表 2 IDSM のステータス LED の説明

カラー 説明

グリーン すべての診断テストが正常に終了 ― IDSM は動作可能

レッド 個別ポートテスト以外の診断テストでエラーが発生

オレンジ IDSM は起動時のセルフテスト診断シーケンスを実行中

または
IDSM が使用不能
または

IDSM がシャットダウン ステート

消灯 IDSM の電源がオフ
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安全上の警告
注意 IDSM のシャットダウンが完了するまで、スイッチから IDSM を取り外さないでください。
シャットダウン手順が完了しないうちに IDSM を取り外すと、IDSM が故障する可能性がありま
す。

クリップのように、小さくて先の尖ったものを使用して、SHUTDOWN ボタンを押し、IDSM の
電源をオフにします。シャットダウン手順の完了には、数分かかることがあります。

HD LED

HD LED は、ハードドライブが使用中であることを示します。 

PCMCIA スロッ ト

PCMCIA スロットは、標準 PCMCIA カードを 2 枚まで搭載でき、今後使用するためにあります。

安全上の警告
誤って行うと危害が生じる可能性がある操作については、安全上の警告が記載されています。各
警告文に、警告を表す記号が記されています。このマニュアルで使用している警告の記号は、次
のとおりです。

警告 「危険」 の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り扱い作業
を行う ときは、 電気回路の危険性に注意し、 一般的な事故防止対策に留意して ください。 
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取り付けおよび取り外しの手順
取り付けおよび取り外しの手順
Catalyst 6000 ファミリー スイッチは、いずれもホットスワップ対応なので、システムの電源を切
らなくても、モジュールの取り付け、取り外し、交換、または移動を行うことができます。シス
テムは、モジュールの取り付けまたは取り外しを検出すると、診断およびディスカバリ ルーチン
を自動的に実行し、モジュールの有無を認識して、システム動作を再開します。ユーザによる操
作は不要です。

ここでは、Catalyst 6000 ファミリー スイッチに IDSM を取り付け、動作を確認する手順について
説明します。 具体的な内容は、次のとおりです。

• 必要な工具（p.6）

• スロットの割り当て（p.7）

• IDSM の取り付け（p.8）

• 取り付けの確認（p.10）

• IDSM の取り外し（p.11）

必要な工具

ここでは、IDSM を取り付けるために必要な工具および要件について説明します。

（注） IDSM を取り付ける前に、Catalyst 6000 ファミリー スイッチに少なくとも 1 つのスーパバイザ エ
ンジンを搭載しておく必要があります。詳細については、『Catalyst 6000 Family Installation Guide』
を参照してください。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチに IDSM を取り付けるには、次の工具が必要です。

• マイナス ドライバ

• 静電気防止用リスト ストラップまたはその他のアース器具

• 静電気防止用マットまたは静電気防止用フォーム
6
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取り付けおよび取り外しの手順
IDSM を扱うときは、必ず、静電気防止用リスト ストラップなどのアース器具を使用して、ESD
（静電気放電）によって重大なダメージを受けないようにしてください。

警告 この装置の設置または交換は、 訓練を受けた相応の資格のある人が行って く ださい。

スロッ トの割り当て

Catalyst 6006 および 6506 スイッチのシャーシには、6 つのスロットがあります。Catalyst 6009 お
よび 6509 スイッチのシャーシには、9 つのスロットがあります（図 3 を参照）。Catalyst 6513 ス
イッチのシャーシには、13 のスロットがあります。

（注） Catalyst 6509-NEB スイッチは、スロットが縦に並んでおり、右から左へ 1 ～ 9 の番号が付けられ
ています。コンポーネント側を右に向けて、IDSM を搭載します。

• スロット 1 は、スーパバイザ エンジン専用です。 

• スロット 2 には、フェールオーバー用に冗長スーパバイザ エンジンを追加できます。 

• 冗長スーパバイザ エンジンが不要の場合、6 スロット シャーシのスロット 2 ～ 6、9 スロッ
ト シャーシのスロット 2 ～ 9、および 13 スロット シャーシのスロット 2 ～ 13 には、IDSM
などのモジュールを搭載できます。 

• 空のスロットには、スイッチ シャーシ全体のエアフローが一定になるように、モジュール用
フィラープレート（ブランク モジュール フレーム）を取り付けてください。

（注） IDSM は、SPAN を使用する任意のスーパバイザ エンジンと組み合わせて使用できますが、セ
キュリティ VACL のコピー キャプチャ機能を使用するには、スーパバイザ エンジンに Policy 
Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カード）オプションを組み込む必要があります。
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取り付けおよび取り外しの手順
図 3 Catalyst 6500 シリーズ スイッチのスロッ ト番号

IDSM の取り付け

次の手順で、Catalyst 6500 シリーズ スイッチに IDSM を取り付けます。

ステップ 1 ESD によるダメージを受けないように、必要な予防手段を講じてください。

警告 次の手順を実行する際には、 静電気防止用リス ト  スト ラ ップを着用し、 カードが ESD によって損傷
しないようにして ください。 手や金属製の工具などで直接バックプレーンに触れないで ください。 感
電する可能性があります。

ステップ 2 IDSM を搭載するスロットを選択します。 

（注） スーパバイザ エンジンは、スロット 1 に搭載しなければなりません。冗長スーパバイザ 
エンジンは、スロット 2 に搭載できます。冗長スーパバイザ エンジンが不要な場合は、
スロット 2 ～ 9（6 スロット シャーシではスロット 2 ～ 6、13 スロット シャーシではス
ロット 2 ～ 11）にモジュールを搭載できます。

ステップ 3 スロットにフィラー プレートを固定している非脱落型ネジを緩めます（必要に応じて、ドライ
バを使用します）。
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取り付けおよび取り外しの手順
ステップ 4 両側のイジェクト レバーを外側に引き出して、フィラー プレートを取り外します。

警告 空きスロッ ト用の前面プレートおよびカバー パネルには 3 つの重要な役割があります。 シャーシ内部
の危険な電圧および電流に接触するのを防ぐこと、 他の機器に悪影響を及ぼす EMI を外に出さないこ
と、 さらに、 シャーシ全体に冷却用の空気が行き渡るようにすることです。 カード、 前面プレート、
前面カバー、 および背面カバーがすべて取り付けられていない場合は、 システムを稼働させないで く
ださい。

ステップ 5 片手で IDSM を持ち、もう一方の手をフレームの底面に当てて IDSM を支えます。 

注意 IDSM のプリント基板やコネクタ ピンに触れないように注意してください。

ステップ 6 IDSM フレームの左右にあるノッチとスロットの溝を合わせ、スロットに IDSM を差し込みます
（図 4 を参照）。

図 4 Catalyst 6500 シリーズ スイッチへのモジュールの取り付け
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取り付けおよび取り外しの手順
ステップ 7 IDSM をバックプレーンに対して直角に保ち、左右のイジェクト レバーのノッチがシャーシの両
側にかみ合うまで、IDSM をスロットに慎重に押し込みます（図 5 を参照）。

図 5 イジェク ト  レバーと非脱落型ネジ

ステップ 8 両手の親指と人差し指で左右のイジェクト レバーを同時に回し、IDSM をバックプレーン コネク
タに完全に装着します。

注意 IDSM の取り付けまたは取り外しの際には、必ずイジェクト レバーを使用してください。モ
ジュールがバックプレーンに完全に装着されていないと、システムが停止し、クラッシュする原
因になります。

（注） ホットスワップを行うと、[Module n has been inserted.] というメッセージがコンソールに
表示されます。ただし、Telnet セッションで Catalyst 6000 ファミリー スイッチに接続し
ている場合には、このメッセージは表示されません。 

ステップ 9 IDSM の左右の端にある非脱落型ネジをドライバで締めます。

取り付けの確認

ここでは、IDSM の取り付けを確認する手順について説明します。

• Catalyst ソフトウェア（p.10）

• Cisco IOS ソフトウェア（p.11）

Catalyst ソフ トウェア

スーパバイザ エンジンまたはコンソールにログインしているときに、show module または show 
port [module_number/port_number] コマンドを入力して、スイッチが新しい IDSM を認識し、オン
ラインになっているかどうかを確認します。
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取り付けおよび取り外しの手順
次に、 show module コマンドの出力例を示します。 

Console> (enable) show module
Mod Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status
--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- -----
1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok
15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC         no  ok
2   2    1     Intrusion Detection Sys    WS-X6381-IDS        no  ok
5   5    48    10/100BaseTX (RJ-45)       WS-X6248-RJ-45      no  ok 
.

（テキスト出力は省略）
.
Console> (enable) 

（注） IDSM を最初に搭載した時点で、ステータスは [other] になるのが正常です。IDSM の診断ルー
ティングが完了してオンラインになると、ステータスが [ok] になります。IDSM がオンラインに
なるまで、3 ～ 5 分かかります。

Cisco IOS ソフ トウェア

スーパバイザ エンジンまたはコンソールにログインしているときに、show module コマンドを入
力して、スイッチが新しい IDSM を認識し、オンラインになっているかどうかを確認します。

次に、 show module コマンドの出力例を示します。

Router# show module
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  2    2  Catalyst 6000 supervisor 2 (Active)    WS-X6K-SUP2-2GE    SAD0410050B
  3   48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet       WS-X6248-RJ-45     SAD03080485
  5    2  Network Analysis Module                WS-X6380-NAM       SAD05130AXB
  7    2  Intrusion Detection System             WS-X6381-IDS       SAD05100HPT

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  2  0050.3e7e.70a2 to 0050.3e7e.70a3  90.223 6.1(3)       7.1(0.9)     Ok
  3  00e0.b0ff.9050 to 00e0.b0ff.907f  0.702  4.2(0.24)    7.1(0.9)     Ok
  5  0003.32bb.dacb to 0003.32bb.dacc  1.2    4B4LZ0XA     2.1(0.1)     Ok
  7  0003.3283.cae6 to 0003.3283.cae7  1.1    4B4LZ0XA     2.5(1)       Ok

Mod Sub-Module                  Model           Serial           Hw     Status
--- --------------------------- --------------- --------------- ------- -------
  2 Policy Feature Card 2       WS-F6K-PFC2     SAD040801JA      0.305  Ok
  2 Cat6k MSFC 2 daughterboard  WS-F6K-MSFC2    SAD04450FSS      1.1    Ok
Router#

IDSM の取り外し

ここでは、Catalyst 6000 ファミリー スイッチから IDSM を取り外す手順について説明します。

警告 この装置の設置または交換は、 訓練を受けた相応の資格のある人が行って く ださい。

注意 IDSM を取り外す前に、次のシャットダウン手順を実行してください。IDSM を正しくシャット
ダウンしなかった場合、ネットワーク解析ソフトウェアが破壊されることがあります。
11
Catalyst 6500 シリーズ Intrusion Detection System Module インストレーション コンフ ィギュレーション ノート Version 3.0(5)
78-13074-04-J



取り付けおよび取り外しの手順
警告 次の手順を実行する際には、 静電気防止用リス ト  スト ラ ップを着用し、 カードが ESD によって損傷
しないようにして ください。 手や金属製の工具などで直接バックプレーンに触れないで ください。 感
電する可能性があります。

次の手順で、IDSM を取り外します。

ステップ 1 次のいずれかの方法で、IDSM をシャットダウンします。

• Catalyst ソフトウェア

– set module shutdown module_number コマンドを入力してから、reset module_number コマ
ンドを入力して、IDSM を再起動します。 

– Catalyst 6500 シリーズのコンソールから session コマンドを入力して IDSM にログインし
（「IDSM へのログイン」[p.24] を参照）、shutdown コマンドを入力します。

– set module power down module_number コマンドを入力します。IDSM に再び電力を供給す
る場合には、set module power up module_number コマンドを入力する必要があります。

– IDSMが IDSMプロンプトまたはスーパバイザ エンジンから入力したコマンドに応答しな
い場合は、小さくて先の尖ったもので SHUTDOWN ボタンを押します。

（注） シャットダウンの完了には、数分かかることがあります。

• Cisco IOS ソフトウェア

– Catalyst 6500 シリーズのコンソールから session コマンドを入力して IDSM にログインし
（「IDSM へのログイン」[p.24] を参照）、shutdown コマンドを入力します。

– CLI のイネーブル モードで、hw-module module module_number shutdown コマンドを入力
します。IDSM を再起動するには、hw-module module module_number reset コマンドを入
力する必要があります。

（注） hw-module module module_number shutdown コマンドを入力したとき、スイッチが再
起動していれば、IDSM も再起動します。

– IDSMが IDSMプロンプトまたはスーパバイザ エンジンから入力したコマンドに応答しな
い場合は、小さくて先の尖ったもので SHUTDOWN ボタンを押します。

ステップ 2 IDSM がシャットダウンしたことを確認します。STATUS LED がオレンジに点灯するか消灯する
まで、IDSM を取り外さないでください。

ステップ 3 IDSM の左右にある非脱落型ネジをドライバで緩めます。 

ステップ 4 左右のイジェクト レバーを握り、左のレバーを左に、右のレバーを右に同時に引いて、バック
プレーン コネクタから IDSM を外します。 

ステップ 5 スロットから IDSM を引き出すときには、片手でフレームの底面を支えます。 

注意 プリント基板やコネクタ ピンに触れないように注意してください。

ステップ 6 片手でフレームを下から支えながら、スロットから静かに IDSM をまっすぐに引き出します。 

（注） バックプレーンに対して IDSM を直角に（床に対して水平に）保ちます。 
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IDSM の設定
ステップ 7 静電気防止用マットまたはフォームの上に IDSM を置きます。

ステップ 8 スロットを空のままにしておく場合は、フィラー プレート（部品番号：800-00292-01）を取り付
け、シャーシに埃が入らないように、また、モジュールのコンパートメント全体に空気が適切に
流れるようにします。

警告 空きスロッ ト用の前面プレートおよびカバー パネルには 3 つの重要な役割があります。 シャーシ内部
の危険な電圧および電流に接触するのを防ぐこと、 他の機器に悪影響を及ぼす EMI を外に出さないこ
と、 さらに、 シャーシ全体に冷却用の空気が行き渡るようにすることです。 カード、 前面プレート、
前面カバー、 および背面カバーがすべて取り付けられていない場合は、 システムを稼働させないで く
ださい。

IDSM の設定
ここでは、IDSM の設定手順について説明します。

• 初期設定（p.13）

• コンフィギュレーション パラメータの有効範囲（p.17）

• 侵入検知の設定（p.17）

• VACL による IDS トラフィックのキャプチャ（p.17）

• MSFC 搭載スーパバイザ エンジンの使用方法（p.20）

• mls ip ids コマンドによる IDS トラフィックのキャプチャ（p.20）

• SPAN を使用した IDS トラフィックのキャプチャ（p.22）

初期設定

IDSM を使用して侵入検知分析を行うには、先に IDSM アカウントにログインし、所定のパラ
メータを設定しておく必要があります。

次の手順で、IDSM を設定します。

ステップ 1 次のいずれかのコマンドを入力して、IDSM が搭載され、電源がオンになっていることを確認し
ます。

• Catalyst ソフトウェア

Console> show module module_number

（注） ステータスは ok になっているはずです。ステータスが other の場合は、IDSM がまだ
オンラインになっていません。

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# show module module_number
13
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IDSM の設定
ステップ 2 次のいずれかのコマンドを入力して、IDSM へログインします。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) session module_number

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# session slot slot_number processor 1

ステップ 3 ログイン プロンプトに ciscoids と入力し、IDSM アカウントにログインします。

ステップ 4 パスワード プロンプトに、デフォルトの IDSM パスワードとして attack と入力します。

（注） この時点で、デフォルトのパスワードを変更しておくことを推奨します。詳細について
は、「IDSM パスワードの変更」（p.24）を参照してください。

ステップ 5 プロンプトに setup と入力すると、次のコンフィギュレーション画面が表示されます（図 6 を参
照）。

注意 setup コマンドを入力するのは、新しく搭載した IDSM を設定する場合だけです。設定済みの
IDSM にこのコマンドを使用すると、デフォルトの設定値に戻ります。

図 6 システム コンフ ィギュレーシ ョ ン ダイアログ

System Configuration Dialog

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Current Configuration:

Configuration last modified: Never

Sensor:
IP Address: 2.2.2.2
Netmask: 255.0.0.0
Default Gateway: Not Set
Host Name: Not Set
Host ID: Not Set
Host Port: 45000 
Organization Name: Not Set
Organization ID: Not Set

Director:
IP Address: Not Set
Host Name: Not Set
Host ID: Not Set
Host Port: 45000
Heart Beat Interval (secs): 5
Organization Name: Not Set
Organization ID: Not Set

Direct Access:
Direct Telnet access to IDSM: Enabled
Direct Secure Shell access to IDSM: Enabled
Current access list entries:

[1] 172.21.150.15 0.0.0.15
[2] 172.21.172.101
14
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IDSM の設定
[3] 172.21.172.102
[4] 172.21.172.140
Delete: 1,3
Delete:
Permit: 172.21.150.15 0.0.0.7
Permit: 172.21.172.105
Permit:

Continue with configuration dialog? [yes]: 

（注） Telnet および SSH が両方ともディセーブルの場合は、アクセス リストは表示されません。
IDSM と互換性のある SSH クライアントの一覧は、「互換性のある Secure Shell プロトコ
ル クライアント」（p.3）を参照してください。

ステップ 6 システム コンフィギュレーション ダイアログの各行に値を入力します（図 7 を参照）。設定可能
な各パラメータの有効範囲については、表 3（p.17）を参照してください。

（注） システム コンフィギュレーション ダイアログでは、行ごとにヘルプを利用できます。ヘ
ルプにアクセスするには、各プロンプトに ? と入力します

図 7 システム コンフ ィギュレーシ ョ ン ダイアログへの値の入力
Enter virtual terminal password [<Use Current>]: attack
Enter sensor IP address[2.2.2.2]: 172.21.172.24
Enter sensor netmask [255.0.0.0]: 255.255.255.0
Enter sensor default gateway [] 172.21.172.1
Enter sensor host name []: sensor
Enter sensor host id []: 123
Enter sensor host post office port [45000]: 45000
Enter sensor organization name []: cisco
Enter sensor organization id []: 345

Enter director IP address []: 172.21.172.3
Enter director host name []: director
Enter director host id []: 342
Enter director host post office port [45000]: 453
Enter director heart beat interval [5]: 5
Enter director organization name []: cisco
Enter director organization id []: 345
Enable direct Telnet access to IDSM [yes]: yes
Enable direct Secure Shell access to IDSM? [yes]:no
#if current access list is empty, skip to “Permit:”

Modify current access list? [no]: yes
Current access list entries:

[1] 172.21.172.101
[2] 172.21.172.104
[3] 172.21.150.15 0.0.0.7
[4] 172.21.172.105
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IDSM の設定
（注） アクセス リストのエントリを削除するために有効な入力は、次のとおりです。
Delete:1, 3（エントリ 1 および 3 のみを削除する）
Delete:1-3 (（エントリ 1、2、および 3 のみを削除する）
Delete:all（すべてのエントリを削除する）
Delete:（何も削除しない）

（注） nrConfigure を使用して IDSM を設定する場合は、sensor host post office port 番号をデフォ
ルト値の 45000 のままにしておいてください。このデフォルト値を変更すると、Cisco 
IDS の Postoffice が正しく設定されません。このポート番号は、IDSM を追加したあとで、
IDS Director または CSPM で変更できます。

すべての情報を入力すると、コンフィギュレーション画面に新しい値が次のように表示されま
す。

The following configuration was entered:

Sensor
IP Address: 172.21.172.24
Netmask:                    255.255.255.0
Default Gateway:            172.21.172.1
Host Name:                   sensor
Host ID:                     123
Host Port:                   500
Organization Name:            cisco
Organization ID:              345

Director
IP Address:                   172.21.172.3
Host Name:                    director
Host ID:                      342
Host port:                    445
Heart Beat Interval:          5
Organization Name:            cisco
Organization ID:              345

Direct Telnet access to IDSM: enabled
Direct Secure Shell access to IDSM: disabled
Current access list entries:
[1] 172.21.172.101
[2] 172.21.150.16 0.0.0.7
[3] 172.21.172.105

WARNING: Applying this configuration will cause all configuration files to be initialized 
and the card to be rebooted.

Apply this configuration?:  yes
Configuration Saved.

ステップ 7 yes を入力して、設定を保存します。

システムが自動的に再起動して、新しい設定が有効になります。

（注） システムが再起動するのに、4 ～ 5 分かかります。

これで IDSM が IDS Director または CSPM と通信する準備が整いました。
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IDSM の設定
この設定の完了後に、IDSM 上で侵入検知を設定する必要があります。詳細については、「侵入
検知の設定」（p.17）を参照してください。さらに、VACL または SPAN ポートを設定して、侵
入検知のためにモニタするネットワーク トラフィックを IDSM に指示します。詳細については、

「VACL による IDS トラフィックのキャプチャ」（p.17）および「mls ip ids コマンドによる IDS ト
ラフィックのキャプチャ」（p.20）を参照してください。

コンフ ィギュレーシ ョ ン パラメータの有効範囲

表 3 に、システム コンフィギュレーション ダイアログで設定するコンフィギュレーション パラ
メータの有効範囲を示します。

侵入検知の設定

IDS Director または CSPM を使用して、IDSM 上でシグニチャを設定します。詳細は、次の URL
にある IDS Director または CSPM のマニュアルを参照してください。

• http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/csids5/index.htm

• http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/csids7/index.htm

• http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/ismg/index.htm

VACL による IDS ト ラフ ィ ッ クのキャプチャ

ここでは、VACL の設定手順について説明します。

• Catalyst ソフトウェア（p.18）

• Cisco IOS ソフトウェア（p.18）

表 3 有効範囲

パラメータ 範囲

IP Address ピリオドで区切った 4 オクテットの 32 ビット アドレス。例 : 
X.X.X.X （X = 0 ～ 255）

Netmask IP アドレス定義と同じ境界。ネットマスクは IP アドレスからネッ
トワーク ID を外し、ホスト ID だけを残します。個々のネットマ
スクは、ネットワーク ID をマスクするバイナリの 1（10 進数の
255）および IP アドレスのホスト ID を保持するバイナリのゼロ
（10 進数の 0）からなります。たとえば、クラス B アドレスに対応
するデフォルトのネットマスク値は 255.255.0.0 です。

Post Office Port 1025 ～ 65535 の範囲の UDP ポート番号（デフォルト値 = 45000）

Host Name、Organization 
Name

大文字 / 小文字の区別のある最大 256 文字の文字列。数字、[_]、
および [-] は有効ですが、スペースは使用できません。

Host ID および
Organization ID

1 ～ 65535 の任意の数値

Heartbeat Interval 1 ～ 65535 の任意の数値（デフォルト値 = 5 秒）
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IDSM の設定
Catalyst ソフ トウェア

VACL を設定することにより、1 つまたは複数の VLAN から IDS 用のトラフィックをキャプチャ
できます。デフォルトでは、ポート 1 がトランク ポートとして設定されます。このポート上で、
キャプチャ機能によりセキュリティ ACL が適用されているすべての VLAN からのトラフィック
がモニタされます。特定の VLAN からのトラフィックだけをモニタする場合は、モニタ不要な
VLAN をキャプチャ機能から削除する必要があります。 

（注） デフォルトでは、セキュリティ ACL キャプチャ ポートとしてポート 1 が自動的に設定されます。
ポート 1 はスニフィング ポート、ポート 2 は制御ポートです。

VLAN 上で IDS トラフィックをキャプチャするように VACL を設定するには、イネーブル モー
ドで次の作業を行います。

次に、VLAN 上の Cisco IOS トラフィックをキャプチャする例を示します。

Console> (enable) show security acl info all
set security acl ip webacl2
---------------------------------------------------
permit tcp any host 10.1.6.1 eq 21 capture
permit tcp host 10.1.6.1 eq 21 any capture
permit tcp any host 10.1.6.1 eq 20
permit tcp any host 10.1.6.1 eq 80 capture
permit tcp any host 10.1.6.2 eq 80 capture
deny ip any host 10.1.6.1
deny ip any host 10.1.6.2
permit ip any any

トランク ポートおよび ACL の詳細については、次の Web サイトにある『Catalyst 6000 Family 
Command Reference』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/index.htm

Cisco IOS ソフ トウェア

VACL を設定することにより、1 つまたは複数の VLAN から IDS 用のトラフィックをキャプチャ
できます。デフォルトでは、ポート 1 がトランク ポートとして設定されます。このポート上で、
キャプチャ機能によりセキュリティ ACL が適用されているすべての VLAN からのトラフィック
がモニタされます。特定の VLAN からのトラフィックだけをモニタする場合は、モニタ不要な
VLAN をキャプチャ機能から削除する必要があります。 

作業 コマンド

ステップ 1 トラフィックをキャプチャするように VACL
を設定します。

set security acl ip acl name permit (...) capture

ステップ 2 VACL をコミットします。 commit security acl

ステップ 3 VACL を VLAN にマップします。 set security acl map acl name [vlans]

ステップ 4 IDSM スニフィング ポート（ポート 1）を
VACL キャプチャ リストに追加します。

set security acl capture idsm_mod/1
18
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VLAN 上で IDS トラフィックをキャプチャするように VACL を設定するには、イネーブル モー
ドで次の作業を行います。

注意 IDSM のポート 1 を SPAN 宛先ポートとスイッチ ポート / キャプチャ ポートの両方に設定するこ
とはできません。

次に、VLAN 上の Cisco IOS トラフィックをキャプチャする例を示します。

Router# show ip access-lists web_acl1
Extended IP access list web_acl1
    permit tcp any host 10.1.6.1 eq ftp
    permit tcp host 10.1.6.1 eq ftp any
    permit tcp any host 10.1.6.1 eq www
    permit tcp any host 10.1.6.2 eq www

Router# show ip access-lists web_acl2
Extended IP access list web_acl2
    permit tcp any host 10.1.6.1 eq ftp-data
    deny ip any host 10.1.6.1
    deny ip any host 10.1.6.2
    permit ip any any

Router# show vlan access-map capture_web
Vlan access-map "capture_web"  10
        match: ip address web_acl1
        action: forward capture
Vlan access-map "capture_web"  20
        match: ip address web_acl2
        action: forward

Router (config)# vlan filter capture_web vlan-list 2, 4-6
Router (config)# interface gigabitEthernet 8/1 
Router (config-if)# switchport capture 
Router (config-if)# exit 

作業 コマンド

ステップ 1 VLAN アクセス マップを定義します。 Router (config)# vlan access-map map_name 
[0-65535]

ステップ 2 VLAN アクセス マップにマッチ クローズを設
定します。

Router (config-access-map)# match {ip address 
{1-199 | 1300-2699 | acl_name} | ipx address 
{800-999 | acl_name}| mac address acl_name}

ステップ 3 トラフィックをキャプチャするように VACL
を設定します。

Router (config-access-map)# action forward 
capture

ステップ 4 VLAN を指定し、VLAN アクセス マップを割
り当てます。

Router (config)# vlan filter map_name vlan-list 
vlan_list

ステップ 5 IDSM インターフェイスを選択します。 Router (config)# interface gigabitethernet 
slot/port

ステップ 6 キャプチャ ビットが設定されたパケットをイ
ンターフェイスで受信できるように、イン
ターフェイスのキャプチャ機能をイネーブル
にします。

Router (config-if)# switchport capture 
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IDSM の設定
MSFC 搭載スーパバイザ エンジンの使用方法

VLAN 10 と VLAN 20 の間でルーティングされた最初のパケットは、外部ルータまたは Multilayer 
Switch Feature Card（MSFC）搭載スーパバイザ エンジンが使用されているかどうかに関係なく、
パス 1 およびパス 2 を使用します（図 8 を参照）。Cisco IOS ソフトウェアまたは MSFC を使用す
る場合、スイッチ ハードウェアは、ルートの送信元と宛先を判別したあと、以降に受信したパ
ケットを直接パス 3 に転送します。

（注） MSFC を使用するには Cisco IOS ソフトウェアが必要です。

図 8 オンボード  ルーティングと外部ルータ

（注） キャプチャ VACL は VLAN 10 または VLAN 20 のいずれかに設定できます。ただし、すべての内
部ルーティング パケットを把握するには、IDSM 上のポート 1 を、IDSM の VLAN 10 と VLAN 
20 の両方のメンバーとして設定する必要があります。

MSFC 非搭載のスーパバイザ エンジンと外部ルータを使用する場合には、IDSM を、キャプチャ
VACL を適用する VLAN だけのメンバーにする必要があります。

詳細は、次の Web サイトにある『Catalyst 6000 Family Software Configuration Guide (6.3)』を参照
してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/sw_6_3/index.htm

（注） Catalyst ソフトウェアの場合、スイッチ ポートではなくルータのインターフェイスにパケットを
ルーティングできます。IDSM のポート 1 で、VACL を適用した VLAN とルータ インターフェイ
スとの間でルーティングされるパケットをキャプチャできます。

mls ip ids コマンドによる IDS ト ラフ ィ ッ クのキャプチャ

ここでは、mls ip ids コマンドを使用して IDS トラフィックをキャプチャする手順について説明します。

• Catalyst ソフトウェア（p.21）

• Cisco IOS ソフトウェア（p.21）

46
83

7
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Catalyst ソフ トウェア

MSFC 上で Cisco IOS ファイアウォールを実行している場合、VACL を使用して IDSM のトラ
フィックをキャプチャすることはできません。Cisco IOS ファイアウォールの ip inspect 規則が適
用された VLAN に VACL を適用できないためです。ただし、mls ip ids コマンドを使用すれば、
どのパケットをキャプチャするのかを指定できます。ACL によって許可されたパケットがキャプ
チャされます。ACL によって拒否されたパケットはキャプチャされません。許可 / 拒否パラメー
タは、パケットが宛先ポートに転送されるかどうかには影響を与えません。ルータ インターフェ
イスに入ってきたパケットは IDS ACL と照合され、キャプチャすべきかどうかが判定されます。

（注） mls ip ids コマンドでキャプチャされるのは、入力トラフィックだけです。

mls ip ids コマンドを使用して IDS トラフィックをキャプチャするには、イネーブル モードで次
の作業を行います。

注意 mls ip ids コマンドによりマークを付けられたすべてのパケットをキャプチャするには、IDSM のポー
ト 1 が、これらのパケットをルーティングするすべての VLAN のメンバーになっていなくてはなりま
せん。詳細については、「MSFC 搭載スーパバイザ エンジンの使用方法」（p.20）を参照してください。

Cisco IOS ソフ トウェア

ポートをスイッチ ポートではなくルータ インターフェイスとして使用している場合は、VACL
を適用する VLAN はありません。

mls ip ids コマンドを使用してどのパケットをキャプチャするのかを指定できます。ACL によっ
て許可されたパケットがキャプチャされます。ACL によって拒否されたパケットはキャプチャ
されません。許可 / 拒否パラメータは、パケットが宛先ポートに転送されるかどうかには影響を
与えません。ルータ インターフェイスに入ってきたパケットは IDS ACL と照合され、キャプ
チャすべきかどうかが判定されます。

mls ip ids コマンドを使用して IDS トラフィックをキャプチャするには、イネーブル モードで次
の作業を行います。

作業 コマンド

ステップ 1 ACL を設定してどのパケットをキャプチャす
るのかを指定します。

Router (config)# ip access-list extended word

ステップ 2 VLAN インターフェイスを選択します。 Router (config)# interface vlan vlan_number

ステップ 3 MSFC 上で IDS ACL をルータ インターフェイ
スに適用します。

Router (config-if)# mls ip ids word

ステップ 4 スーパバイザ エンジンで IDSM スニフィング 
ポート（ポート 1）を VACL キャプチャ リス
トに追加します。

Console> (enable) set security acl capture 
idsm_module/1

作業 コマンド

ステップ 1 ACL を設定してどのパケットをキャプチャす
るのかを指定します。

Router (config)# ip access-list extended word

ステップ 2 VLAN インターフェイスを選択します。 Router (config)# interface vlan vlan_number
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IDSM の設定
注意 mls ip ids コマンドによりマークを付けられたすべてのパケットをキャプチャするには、IDSM のポー
ト 1 が、これらのパケットをルーティングするすべての VLAN のメンバーになっていなくてはなりま
せん。詳細については、「MSFC 搭載スーパバイザ エンジンの使用方法」（p.20）を参照してください。

SPAN を使用した IDS ト ラフ ィ ッ クのキャプチャ

ここでは、SPAN を使用して IDS トラフィックをキャプチャする手順について説明します。

• Catalyst ソフトウェア（p.22）

• Cisco IOS ソフトウェア（p.23）

Catalyst ソフ トウェア

IDSM のトラフィック送信元として SPAN 送信元ポートを使用する場合は、SPAN 宛先ポートと
して IDSM のポート 1 を設定します。IDSM のポート 2 を SPAN 送信元ポートとして設定するこ
とはできません。 

IDSM は、イーサネットまたはファスト イーサネット SPAN 送信元ポートからのイーサネット
VLAN トラフィックを解析できます。または、イーサネット VLAN を SPAN の送信元として指
定することもできます。 

IDSM 上で SPAN をイネーブルにするには、次のいずれかの作業を行います。

SPAN の詳細については、次の Web サイトにある『Catalyst 6000 Family Command Reference』を参
照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/index.htm

ステップ 3 MSFC 上で IDS ACL をルータ インターフェイ
スに適用します。

Router (config-if)# mls ip ids word

ステップ 4 キャプチャ ビットが設定されたパケットをイ
ンターフェイスで受信できるように、イン
ターフェイスのキャプチャ機能をイネーブル
にします。

Router (config-if)# switchport capture

作業 コマンド

作業 コマンド

• 送信元ポートから
IDSM への SPAN をイ
ネーブルにします。

set span [source_module/source_port] idsm_module/1 [rx | tx | both] 
[filter vlans...]1

1. 送信元トランク ポート上の特定の VLAN トラフィックをモニタする場合は、filter キーワードおよび変数を使用し

ます。

• VLAN から IDSM への
SPAN をイネーブルに
します。

set span [vlan] idsm_module/1 [rx | tx | both]

• IDSM へのあらゆる
SPAN トラフィックを
ディセーブルにします。

set span disable idsm_module/1
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Cisco IOS ソフ トウェア

IDSM のトラフィック送信元として SPAN 送信元ポートを使用する場合は、SPAN 宛先ポートと
して IDSM のポート 1 を設定します。IDSM のポート 2 を SPAN 送信元ポートとして設定するこ
とはできません。 

IDSM は、イーサネットまたはファスト イーサネット SPAN 送信元ポートからのイーサネット
VLAN トラフィックを解析できます。または、イーサネット VLAN を SPAN 送信元として指定
することもできます。 

IDSM 上で SPAN をイネーブルにするには、次のいずれかの作業を行います。

SPAN の詳細については、次の Web サイトにある『Catalyst 6000 Family IOS Software Configuration 
Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/index.htm

IDSM の管理
ここでは、IDSM 上で実行できる各種の管理作業について説明します。

• IDSM へのログイン（p.24）

• IDSM パスワードの変更（p.24）

• IDSM のリセット（p.25）

• IDSM へのソフトウェア イメージのインストール（p.26）

• シグニチャ /NSDB およびサービスパックのアップデート（p.31）

作業 コマンド

• モニタ セッション用
の送信元インター
フェイス /VLAN を設
定します。

 Router (config)# monitor session {session_number} {source {interface 
type slot/port} | {vlan vlan_ID}} [, | - | rx | tx | both]

• IDSM のポート 1 を
SPAN 宛先として設
定します。

Router (config)# monitor session {session_number} {destination 
{interface type slot/port} [, | - ] | {vlan vlan_ID}}

• モニタ セッションを
ディセーブルにしま
す。

Router (config)# no monitor session session_number

• スイッチポート トラ
ンクで特定の VLAN
だけがモニタされる
よう、SPAN セッ
ションをフィルタリ
ングします。

Router (config)# monitor session {session_number} {filter {vlan_ID}
[, | - ]}

• 現在のモニタ セッ
ションを表示します。

Router # show monitor {session session_number}
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IDSM へのログイン

次の手順で IDSM にログインします。

ステップ 1 Telnet またはコンソールから Catalyst 6500 シリーズ スイッチにログインします。

ステップ 2 CLI プロンプトで、次のように IDSM へログインします。

• Catalyst ソフトウェア

session slot_number コマンドを入力します。

Console> (enable) session 3
Trying IDS-3...
Connected to IDS-3.
Escape character is '^]'.

• Cisco IOS ソフトウェア

session slot slot_number processor processor_number コマンドを入力します。

Router# session slot 8 processor 1
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 127.0.0.81 ... Open

ステップ 3 IDSM ログイン プロンプトにログインします。

login: ciscoids

ステップ 4 パスワード プロンプトに、アカウントに対応するパスワードを入力します。

Password: attack

（注） 管理者用アカウントのデフォルトのパスワードは attack です。デフォルトのパスワード
はできるだけ早く変更してください。手順については、「IDSM パスワードの変更」
（p.24）を参照してください。

正常にログインできると、コマンドライン プロンプトが # として表示されます。IDSM の設定が
完了すると（「初期設定」[p.13] を参照）、コマンドライン プロンプトは hostname# になります。

（注） ciscoids アカウントでは、# プロンプトを使用します。

IDSM パスワードの変更

パスワードを変更するには、IDSM 上の ciscoids アカウントにログインする必要があります。

次の手順で、パスワードを変更します。

注意 アカウント パスワードの変更は慎重に行ってください。パスワードを忘れた場合、そのパスワー
ドを回復する手段はありません。
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ステップ 1 次のコマンドを入力してパスワードを変更します。

cisco_ids# configure terminal
cisco_ids(config)# password

（注） すべての例で、ホスト名として cisco_ids を使用します。

ステップ 2 指示に従って新しいパスワードを入力します。

Enter New Login Password:

（注） パスワードは 15 文字までの英数字で構成される文字列です。最小文字数の制限はありま
せん。

ステップ 3 指示に従って新しいパスワードをもう一度入力します。

Re-enter New Login Password:
cisco_ids(config)#

IDSM のリセッ ト

なんらかの理由で、SSH、Telnet、またはスイッチの session コマンドを使用して IDSM にアクセ
スできない場合は、スイッチ コンソールから IDSM をリセットする必要があります。リセットの
完了には数分かかります。

ここでは、IDSM をリセットする手順について説明します。

• Catalyst ソフトウェア（p.25）

• Cisco IOS ソフトウェア（p.26）

Catalyst ソフ トウェア

CLI から IDSM をリセットするには、イネーブル モードで次の作業を行います。

次に、CLI から IDSM をリセットする例を示します（この例では、スロット 3 に IDSM を搭載し
ています）。

Console> (enable) reset 3
2000 Feb 01 00:18:23 %SYS-5-MOD_RESET: Module 3 reset from console//
Resetting module 3... This may take several minutes.
2000 Feb 01 00:20:03 %SYS-5-MOD_OK: Module 3 is online.
Console> (enable)

注意 IDSM を先にシャットダウンしないでスイッチ シャーシから取り外した場合、またはシャーシの
電源が切断された場合、IDSM を 2 回以上リセットしなくてはならない場合があります。リセッ
トを 3 回繰り返しても、モジュールが反応しない場合は、メンテナンス パーティションを起動
し、指示に従ってアプリケーション パーティションを復元してください。

作業 コマンド

IDSM をリセットします。 reset module_number
25
Catalyst 6500 シリーズ Intrusion Detection System Module インストレーション コンフ ィギュレーション ノート Version 3.0(5)
78-13074-04-J



IDSM の管理
Cisco IOS ソフ トウェア

IDSM をリセットして再起動するには、hw-module module module_number reset コマンドを入力し
ます。リセットの完了には数分かかります。

CLI から IDSM をリセットするには、イネーブル モードで次の作業を行います。

次に、CLI から、slot 8 に搭載した IDSM をリセットする例を示します。

Router# hw-mod mod ?
<1-9> module slot number

Router# hw-mod mod 8 ?
reset reset specified component
shutdown shutdown NAM or IDS software

Router# hw-mod mod 8 reset
Device BOOT variable for reset =
Warning: Device list is not verified.

Proceed with reload of module? [confirm]
% reset issued for module 8
Router#
00:26:55:%SNMP-5-MODULETRAP:Module 8 [Down] Trap
00:26:55:SP:The PC in slot 8 is shutting down. Please wait ...

IDSM へのソフ トウェア イメージのインストール

次のような場合に、新しいソフトウェア イメージをインストールする必要があります。

• 既存のソフトウェア イメージが壊れた場合

IDSM を正しくシャットダウンしないまま、スイッチをシャットダウンしたり、スイッチ 
シャーシから IDSM を取り外したりすると、イメージが壊れることがあります。

• ソフトウェア アップグレードのためにアプリケーションおよびオペレーティング システム 
ソフトウェアを全面的に交換する必要がある場合

• パスワードを忘れた、またはリセットした場合

IDSM は内蔵ハード ドライブに、それぞれ独立したパーティションが 2 つあります。アプリケー
ション パーティション（hdd:1）およびメンテナンス パーティション（hdd:2）です。パーティ
ションごとに完全なオペレーティングシステムが組み込まれていて、他方のパーティションが壊
れても稼働し続けます。IDSM はどちらのパーティションからでも起動できます。以下では、起
動したパーティションを「アクティブ パーティション」と呼びます。 

ここで説明する内容は、次のとおりです。

• アクティブ パーティションの設定（p.27）

• ソフトウェア イメージのキャッシュ化（p.28）

• ソフトウェア イメージのダウンロード（p.29）

作業 コマンド

IDSM をリセットします。 Router# hw-module module module_number reset 
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IDSM の管理
アクテ ィブ パーティシ ョ ンの設定

一度にアクティブにできるパーティションは 1 つだけです。アプリケーション パーティションに
は IDS アプリケーションが組み込まれていて、通常はこれがアクティブ パーティションです。
メンテナンス パーティションには、特定のメンテナンス機能だけがあり、侵入検知を実行するこ
とはできません。メンテナンス パーティションがアクティブになるのは、アプリケーション 
パーティション ソフトウェアを再インストールする場合、またはアップグレードする場合だけで
す。

次の手順で、アクティブ パーティションを設定します。

ステップ 1 次のコマンドを入力して、デフォルトのパーティションを設定します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) set boot device hdd:partition module_number

• Cisco IOS ソフトウェア

Router (config)# boot device module_number hdd:partition

ステップ 2 アプリケーション パーティションをアクティブにする場合は、1 を入力します。メンテナンス 
パーティションをアクティブにする場合は、2 を入力します。

（注） 設定を変更した場合、IDSM をリセットする必要があります。（「IDSM のリセット」
[p.25] を参照）。

ステップ 3 起動パーティションをデフォルトの状態に戻すには、次のコマンドを入力します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) clear boot device module_number

（注） clear boot device コマンドを使用すると、デフォルトのブート デバイスをアプリケー
ション パーティション（hdd:1）に設定するのと同じ結果が得られます。

• Cisco IOS ソフトウェア

Router (config)# no boot device module_number

ステップ 4 デフォルトのパーティションを変更しないで、特定のパーティションから IDSM を強制的に起動
する場合は、次のコマンドを入力します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) reset module_number hdd:partition

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# hw-module module module_number reset hdd:partition

ステップ 5 アプリケーション パーティションをアクティブにする場合は、1 を入力します。メンテナンス 
パーティションをアクティブにする場合は、2 を入力します。
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IDSM の管理
ソフ トウェア イメージのキャッシュ化

いずれのパーティションも、FTP サーバから新しいソフトウェア イメージをダウンロードし、他
方（非アクティブ）のパーティションにその新しいイメージをインストールできます。 

（注） その時点でアクティブなパーティションにソフトウェア イメージをインストールすることはできません。

次の手順で、キャッシュ化されたバックアップ コピーからパーティションをインストール（また
は再インストール）します。

ステップ 1 再インストールしない方のパーティションから IDSM を起動します。たとえば、IDSM がスロッ
ト 4 に搭載されていて、アプリケーション パーティションを再インストールする場合は、メン
テナンス パーティション（パーティション 2）から起動します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) reset 4 hdd:2

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# hw-module module 4 reset hdd:2

ステップ 2 IDSM がオンラインになってから、次のコマンドを入力して IDSM にログインします。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) session 4

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# session slot 4 processor 1

ステップ 3 IDSM へログインします。

login: ciscoids
Password: attack

ステップ 4 診断モードを開始します。

maintenance# diag
maintenance(diag)#

ステップ 5 キャッシュされたイメージが存在していて、適切なバージョンであることを確認します。

maintenance(diag)# ids-installer system /cache /show

ステップ 6 キャッシュされたイメージからアプリケーション パーティションをインストールします。

maintenance(diag)# ids-installer system /cache /install

ステップ 7 IDS CLI を終了します。 

maintenance(diag)# exit
maintenance## exit

ステップ 8 アプリケーション パーティションのイメージから IDSM を起動します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) reset 4 hdd:1

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# hw-module module 4 reset hdd:2
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IDSM の管理
ソフ トウェア イメージのダウンロード

Cisco.com からソフトウェア イメージをダウンロードすることもできます。

Cisco.com から IDSM ソフトウェア イメージをダウンロードしてインストールする手順は、次の
とおりです。

ステップ 1 http://www.cisco.com にアクセスします。

ステップ 2 ログインして、Software Center をクリックします。 

ステップ 3 Cisco Secure Software をクリックしてから、Cisco Secure Intrusion Detection System をクリックし
ます。

ステップ 4 指示に従って、アップグレード イメージ ファイルをダウンロードし、ローカル FTP サーバに保
存します。

ステップ 5 インストールしない方のパーティションから IDSM を起動します。 

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) reset 4 hdd:2

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# hw-module module 4 reset hdd:2

（注） たとえば、IDSM がスロット 4 に搭載されていて、アプリケーション パーティション
をインストールする場合は、メンテナンス パーティション（パーティション 2）から
起動します。

ステップ 6 IDSM がオンラインになってから、次のコマンドを入力して IDSM にログインします。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) session 4

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# session slot 4 processor 1

ステップ 7 IDSM へログインします。

login: ciscoids
Password: attack

ステップ 8 診断モードを開始します。

maintenance# diag
maintenance(diag)#

ステップ 9 ネットワーク通信パラメータを設定します。

maintenance(diag)# ids-installer netconfig /configure /ip=host_ip_address /subnet=subnet_mask 
/gw=gw_ip_address

この場合、

host_ip_address は IDSM に割り当てる IP アドレスです。これは通常、IDS Manager との通信用に、
IDSM の制御ポートに割り当てるアドレスと同じです。

subnet_mask は、host_ip_address が含まれるローカル ネットワークのネットワーク サブネット マ
スクです。

gw_ip_address は、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスです。
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IDSM の管理
（注） この手順が必要なのは、アプリケーション パーティションをアップグレードする場合だけです。メ
ンテナンス パーティションをアップグレードする場合は、代わりに setup コマンドを実行します。

ステップ 10 IDS CLI を終了します。

maintenance (diag)# exit
maintenance# exit

ステップ 11 インストールしない方のパーティションから IDSM を起動します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) reset 4 hdd:2

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# hw-module module 4 reset hdd:2

ステップ 12 IDSM がオンラインになってから、次のコマンドを入力して IDSM にログインします。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) session 4

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# session slot 4 processor 1

ステップ 13 IDSM へログインします。

login: ciscoids
Password: attack

ステップ 14 診断モードを開始します。

maintenance# diag
maintenance (diag)#

ステップ 15 FTP サーバからソフトウェア イメージをダウンロードし、非アクティブ パーティションにイン
ストールします。 

（注） アプリケーション パーティションとメンテナンス パーティションに、個別のイメージ ファイルが
必要です。アプリケーション パーティションにロードするイメージ ファイルの名前には、[-a] が
付いています（例：IDSM-a-1.2-3）。メンテナンス パーティション ファイルの名前には、[-m] が付
いています（例：IDSM-m-1.2-3）。必ず、正しいパーティション（非アクティブ パーティション）
のイメージをダウンロードしてください。ログイン パスワードを入力する必要があります。

Maintenance (diags)# ids-installer system /nw /install /server=ip_address /user=account 
/save={yes/no} /dir=’ftp_path’/prefix=file_prefix

この場合、

ip_address は、FTP サーバの IP アドレスです。

account は、FTP サーバにログインするときに使用するユーザ名またはアカウント名です。

save で、ダウンロードしたイメージのコピーをキャッシュされたコピーとして保存するかどうか
を決定します。yes を選択した場合は、既存のキャッシュ イメージが上書きされます。no を選択
した場合、ダウンロードしたイメージは非アクティブ パーティションにインストールされます
が、キャッシュ コピーは保存されません。

ftp_path（シングル クォーテーションで囲む）では、イメージ ファイルが置かれている FTP サー
バ上のディレクトリを指定します。
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IDSM の管理
file_prefix は、ダウンロードしたイメージの .dat ファイルの名前です。ダウンロードしたイメージに
は、.dat 拡張子を持つファイル（a-2.5.0.30.dat）が 1 つ、.cab 拡張子を持つファイル

（a-2.5.0.30-1.cab）が複数あります。file_prefix の値は、DAT ファイルの名前にしますが、.dat の拡張
子は付けません。たとえば、DAT ファイルが a-2.5.0.30.dat の場合、file_prefix は a-2.5.0.30 にします。

ステップ 16 IDS CLI を終了します。 

maintenance(diag)# exit
maintenance## exit

ステップ 17 アプリケーション パーティションのイメージから IDSM を起動します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) reset 4 hdd:1

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# hw-module module 4 reset hdd:1

シグニチャ /NSDB およびサービスパックのアップデート

Network Security Database（NSDB; ネットワーク セキュリティ データベース）の更新を含むシグ
ニチャのアップデートは、2 週間ごとに行われます。サービスパックは、製品のアップグレード
時にアップグレードされます。これらのアップデート パッケージは Cisco.com で提供されます。

（注） シグニチャおよびサービスパックのアップデートをダウンロードするには、Cisco.com のパス
ワードが必要です。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

• 最新バージョンの判別（p.31）

• アップデートの削除（p.33）

• 自動アップデート（p.33）

• アクティブ アップデート通知（p.34）

最新バージ ョ ンの判別

Cisco.com を定期的にチェックし、最新のシグニチャおよびサービスパックのアップデートを入
手してください。

現在使用しているシグニチャおよびサービスパックのバージョンを調べるには、show 
configuration コマンドを使用します（次の例を参照）。

cisco_ids# show configuration
Using 92258304 out of 200593408 bytes of available memory
!
Using 634650624 out of 2195980288 bytes of available disk space
!
Sensor version 3.0(1)S4
!
nr.postofficed       running
nr.fileXferd         running
nr.loggerd           running
nr.packetd           running
nr.sapd              running
nr.managed           running
31
Catalyst 6500 シリーズ Intrusion Detection System Module インストレーション コンフ ィギュレーション ノート Version 3.0(5)
78-13074-04-J



IDSM の管理
アップデート  パッケージのダウンロードおよび適用

シグニチャまたはサービスパックのアップデートをダウンロードして適用する手順は、次のとお
りです。

ステップ 1 Cisco.com にアクセスします。

http://www.cisco.com 
http://www.cisco.com/jp

ステップ 2 ログインして、Software Center をクリックします。

ステップ 3 Cisco Secure Software をクリックしてから、Cisco Secure Intrusion Detection System をクリックし
ます。

ステップ 4 シグニチャまたはサービスパックのインストール パッケージをローカル FTP サーバにダウン
ロードします。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、IDSM にログインします。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) session module_number

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# session slot slot_number processor 1

ステップ 6 IDSM へログインします。

login: ciscoids
password: attack

ステップ 7 configure terminal モードを開始します。

cisco_ids# configure terminal
cisco_ids(configure terminal)#

ステップ 8 新しいシグニチャまたはサービスパックのアップデートを適用します。

cisco_ids(configure terminal)#
apply ftp://username@server/dir/filename

この場合、

ftp://username@server は、FTP サーバにログオンするためのユーザ名と FTP サーバ名です。

dir は、ファイルが置かれているディレクトリです。

filename は、シグニチャまたはサービスパックのアップデート ファイル名（IDSM-sp-3.0-0-S0.exe
など）です。

（注） サービスパックまたはシグニチャのアップデート ファイルをインストールすることに
よって IDS が一時的に使用できなくなるという警告メッセージが表示され、さらに処理
を続けるかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

ステップ 9 y を入力して処理を続けます。

ステップ 10 自分の FTP ユーザ パスワードを入力します。
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IDSM の管理
アップデートの削除

シグニチャまたはサービスパックのアップデートを削除する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 IDSM とのセッションを開始します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) session module_number

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# session slot slot_number processor 1

ステップ 2 IDSM へログインします。

login: ciscoids
password: attack

ステップ 3 configure terminal モードを開始します。

cisco_ids# configure terminal
cisco_ids(configure terminal)#

ステップ 4 新しいシグニチャまたはサービスパックのアップデートを削除します。

cisco_ids(configure terminal)# remove 

（注） remove コマンドを実行すると、適用されている最新のアップデート（シグニチャまたは
サービスパック）が削除されます。 

（注） シグニチャまたはサービスパックのアップデート ファイルを削除することによって IDS
が一時的に使用できなくなるという警告メッセージが表示され、さらに処理を続けるか
どうかを尋ねるメッセージが表示されます。

ステップ 5 y を入力して処理を続けます。

自動アップデート

シグニチャのアップデートを IDSM に自動的に適用する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のコマンドを入力して、IDSM とのセッションを開始します。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) session module_number

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# session slot slot_number processor 1

ステップ 2 IDSM へログインします。

login: ciscoids
password: attack
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ト ラフ ィ ッ クのオーバーサブスクリプシ ョ ンの識別
ステップ 3 configure terminal モードを開始します。

cisco_ids# configure terminal
cisco_ids(configure terminal)#

ステップ 4 次の構文を使用して、自動アップデートを設定します。

cisco_ids(configure terminal)#
apply ftp://username@serve>/dir password freq hh:mm 

この場合、

ftp://username@server は、アドレスのユーザ名または FTP サーバのホスト名です。 

dir は、ファイルが置かれているディレクトリです。

password は、ユーザが ftp://username@server に指定したファイル転送パスワードです。

freq は、自動アップデートを実行する曜日です（0 ～ 6、0 = Sunday、6 = Saturday）。カンマで区
切って複数の曜日を指定できます。

hh:mm は自動アップデートを実行する時刻（24 時間表記）です。指定しない場合、00:00 が設定さ
れます。

（注） 時間および分は必ず 2 桁で指定してください。

アクテ ィブ アップデート通知

Cisco.com のアクティブ アップデート通知を使用して、IDS シグニチャのアップデート情報を受
信することができます。 

シグニチャのアップデート通知を受信する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次の Web サイトにアクセスします。

http://www.cisco.com/warp/public/779/largeent/it/ids_news/subscribe.html

ステップ 2 E-mail Address ボックスにメール アドレスを入力します。

ステップ 3 Password ボックスにパスワードを入力します。

ステップ 4 Submit をクリックします。

シグニチャがアップデートされると、アップデート情報と入手方法がメールで通知されます。

ト ラフ ィ ッ クのオーバーサブスクリプシ ョ ンの識別
パケット損失アラームであるアラーム 993 は、パケットが廃棄されているかどうか、および廃棄
パケットのパーセンテージを通知します。これにより、IDSM に送信するトラフィック レベルを
調整できます。廃棄パケットがゼロまたは少量の場合、パケット損失アラームは、IDSM が送信
トラフィック量をモニタできる状態であることを通知します。たとえば、廃棄パケットの割合が
10 % の場合、アラームも同じ割合で廃棄されていることになります。 
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IDSM によるネッ トワーク  デバイスの管理
表 4 にシグニチャ 993 を示します。MpcPercentThreshold または MpcAbsThreshold の限界値を超え
ると、アラームがトリガされます。

（注） シグニチャ 993 が 100 % のパケット損失を起こした場合、IDSM はアラームを発生しないため、
問題が起こります。最新バージョンの IDSM を使用していることを確認してください。最新バー
ジョンを使用している場合は、TAC にこの問題を報告してください。詳細については、「トラブ
ルシューティング」（p.63）を参照してください。

 IDSM によるネッ トワーク  デバイスの管理
ここでは、デバイス管理、すなわち IDSM がアタッカーをブロックするためにネットワーク デバ
イス上でフィルタを動的に再設定する機能について説明します。IDSM は、制御するデバイスに
ACL を作成および適用して、アタックを防止します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

• サポートされるネットワーク デバイスの種類（p.36）

• Cisco ルータ ACL（p.36）

• Catalyst 6000 および 5000 ファミリー スイッチ（p.37）

• PIX ファイアウォール（p.38）

• 複数の IDSM によるデバイスの制御（p.38）

• 1 台の IDSM で管理する複数のネットワーク デバイス（p.39）

表 4 シグニチャ 993

シグニチャ 993 説明

アラーム送信元 packetd

シグニチャの説明 モジュール オーバーラン / 飽和インジケータ

シグニチャ ID 993

コンフィギュレーション パラメータ • MpcInterval1 （単位：秒） 

5 <= MpcInterval <= 2500（デフォルト = 30）

• MpcPercentThreshold2（単位：%）

0 <= MpcPercentThreshold <= 100
（デフォルト = 0）

• MpcAbsThreshold3（単位：パケット数） 

0 <= MpcAbsThreshold <= 65535
（デフォルト = 0）

1. アラーム送信インターバル

2. アラームがトリガされる損失パケットのパーセンテージ。上限パーセンテージ 100 % の場合、このスレッシュホー

ルドは無効。

3. アラームがトリガされる損失パケットの絶対数。上限絶対数 65535 の場合、このスレッシュホールドは無効。

プラットフォーム IDSM のみ
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IDSM によるネッ トワーク  デバイスの管理
サポート されるネッ トワーク  デバイスの種類

IDSM は、次の Cisco シリーズ ルータを管理できます。

• Cisco 1600 シリーズ ルータ

• Cisco 1700 シリーズ ルータ

• Cisco 2500 シリーズ ルータ

• Cisco 2600 シリーズ ルータ

• Cisco 3600 シリーズ ルータ

• Cisco 7200 シリーズ ルータ

• Cisco 7500 シリーズ ルータ

上記のルータは、次のバージョンの Cisco IOS ソフトウェアを使用します。

• 11.2

• 11.3

• 12.0

• 12.1

IDSM はまた、次の Cisco デバイスを管理します。

• Catalyst 6500 シリーズ ソフトウェア VACL

• Catalyst 6500 シリーズ MFSC

• Catalyst 5000 RSM

• PIX Firewall 6.1

Cisco ルータ ACL
IDS Director または CSPM 経由で、シスコ製ルータを使用してホストとネットワークを遮断する
ように IDSM を設定できます。Cisco IOS ソフトウェア アーキテクチャは、物理または仮想イン
ターフェイス ポートと結びついた Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）に依存してい
ます。これらの ACL は、物理または仮想インターフェイス ポート経由でのデータ パケットの受
け渡しを許可または拒否します。各 ACL には、IP アドレスに適用する許可および拒否条件が含
まれています。Cisco IOS ソフトウェアは、アクセス リストの条件に対して 1 つずつ IP アドレス
をテストします。IP アドレスの最初の照合により、そのアドレスが許可されるかまたは拒否され
るかが決まります。また、最初の照合は条件のテストを停止する信号となるため、条件の順序は
重要です。一致する条件がない場合、そのアドレスは拒否されます。

IDSM で遮断を設定した場合、IDSM で管理されるよう設定されたすべてのルータ インターフェ
イスは、たとえ遮断が適用されていなくても IDSM によってのみ制御されるようになります。
IDSM が使用するデフォルトの ACL では、制御されるインターフェイスに permit ip any any が設
定され、現在遮断されていないすべてのトラフィックが、ルータの制御されるインターフェイス
で許可されます。IDSM によって生成された ACL を使用してください。 

IDSM によって生成された ACL を変更したい場合は、PreShunACL および PostShunACL トークン
を使用して遮断前 ACL または遮断後 ACL を指定できます。IDSM は、デバイス管理が制御する
インターフェイスごとに 2 つの ACL 番号を許可します。PreShunACL では、IDSM が、遮断され
るアドレスの拒否エントリを置く前に ACL に置かなくてはならない ACL エントリを指定しま
す。PostShunACL では、IDSM が遮断されるアドレスのすべての拒否エントリの後に置かなくて
はならない ACL エントリを指定します。 
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注意 PostShunACL を使用すると、IDSM が ACL の最後に permit ip any any を置くのを防ぐことが
できます。PreShunACL および PostShunACL によって許可されたアドレスだけが許可されま
す。

ACL を遮断前または遮断後リストとして使用するには、その ACL が拡張 IP ACL（名前または番
号付き）である必要があります。

（注） 次のような標準の名前付きまたは番号付き IP アクセス リスト（standard キーワードの必要な
もの）を使用することはできません。
ip access-list standard name 
次のようなフォーマットであれば標準 ACL を使用してもかまいません。
access-list number

ステートメント リストを物理的な入力ポートまたは出力ポートと一つずつ結合できます。ACL
を使用すると、次のようなことが効率的に行えます。

• ネットワーク全体を自社ネットワークにアクセスさせないようにすることができます。

• いくつかのホストだけを自社ネットワークにアクセスさせないようにすることができます。

• 自社ネットワークへのすべてのインターネット アクセスを防ぎながら、ある提携先企業の
ネットワークの 2 つのホストが自社 FTP サーバの 1 つにアクセスするのを許可します。

• 2 つの提携先企業のネットワークからのインターネット トラフィックだけを許可し、すべて
のトラフィック（内部および外部）が自社の財務ネットワーク セグメントにアクセスしない
ようにします。

ACL を使用する際には、次のことに注意してください。

• 遮断前 ACL または遮断後 ACL を使用しない場合は、すべての既存の ACL を 1 組のインター
フェイスのアクセスポイントに移行しないと、IDSM はシスコ製デバイスを管理することが
できません。移行する代わりに、遮断インターフェイス上の既存のユーザ定義 ACL を遮断
後 ACL として指定するのがもっとも簡単な方法です。

（注） ルータのデフォルト プロンプトは変更しないでください。変更するとデバイス管理は、 ルー
タを制御できなくなります。たとえば、次のようにプロンプトを変更すると、
#myRouter 

デバイス管理はルータを制御できず、初期化状態で止まります。さらに、イネーブル パス
ワード不正のエラーが表示されます。

（注） ルータのホスト名を変更する場合は、名前を # で終わらせないでください。

Catalyst 6000 および 5000 ファ ミ リー スイッチ

IDS Director または CS PM 経由で IDSM を設定して Catalyst 6500 シリーズ ソフトウェア VACL、
Catalyst 6500 シリーズ MSFC、および Catalyst 5000 ファミリー RSM を使用できます。

Catalyst 6500 シリーズ MFSC および Catalyst 5000 ファミリー RSM は、他の Cisco IOS ルータとし
て扱われます。ただし、Catalyst ソフトウェアを実行している Catalyst 6500 シリーズ スーパバイ
ザ エンジンでの遮断については、ソフトウェア アーキテクチャはスイッチのセキュリティ
VLAN アクセス制御リスト（VACL）に依存しています。これらの VACL は、VLAN を経由した
データ パケットの通過を許可または拒否します。各 VACL には、IP アドレスに適用される許可
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および拒否条件が含まれています。Cisco IOS ソフトウェアは、1 つずつセキュリティ ACL の条
件に対して IP アドレスをテストします。IP アドレスの最初の照合により、そのアドレスが許可
されるかまたは拒否されるかが決まります。また、最初の照合は条件のテストを停止する信号と
なるため、条件の順序は重要です。一致する条件がない場合、そのアドレスは拒否されます。

IDSM で遮断を設定する場合、設定されたすべての VLAN は、たとえ遮断が適用されていなくて
も、IDSM によってのみ制御されます。IDSM で使用するデフォルトの VACL には、VACL の最
終エントリとして permit ip any any が設定されます。IDSM が制御するスイッチは、VACL で直
接制限したり設定したりすることはできません。現在遮断されていないすべてのトラフィック
は、制御インターフェイスのスイッチを経由して許可されます。

PreShunACL および PostShunACL トークンを使用して、遮断前 VACL または遮断後 VACL を指
定できます（管理ソフトウェアのマニュアルを参照）。IDSM は、デバイス管理で制御されるイ
ンターフェイスごとに 2 つの VACL 番号を許可します。 

（注） ルータのデフォルト プロンプトは変更しないでください。変更するとデバイス管理は、ルー
タを制御できなくなります。たとえば、次のようにプロンプトを変更すると、
#myRouter

デバイス管理はルータを制御できず、初期化状態で止まります。さらに、イネーブル パス
ワード不正のエラーが表示されます。

（注） スイッチのホスト名を変更する場合は、名前を # で終わらせないでください。

PIX ファイアウォール 
PIX ファイアウォールを使用してホストとネットワークを遮断するように IDSM を設定すること
ができます。 shun [ip] コマンドを入力して、遮断すべきホストを PIX ファイアウォールに指示し
ます。既存の PIX ファイアウォール ACL は、デバイス管理によって変更されることはありませ
ん。PIX ファイアウォールに遮断前 ACL または遮断後 ACL を使用することはできないので、
ACL を直接 PIX ファイアウォールに作成する必要があります。

PIX ファイアウォールは、ShunNet コマンドをサポートしません。PIX ファイアウォールを制御する
IDSM に ShunNet を送信しないでください。その代わりに PIX ファイアウォール上で ACL を手動で
設定し、遮断すべきネットワークを拒否できます。IDSM が PIX ファイアウォールに加えて他のデ
バイスも制御する場合、ShunNet を IDSM に送信できますが、手動で PIX ファイアウォールを設定
して、IDSM によって制御されるすべてのデバイスが確実にネットワークを遮断するようにしてく
ださい。ShunNet コマンドで指定されるネットワークに属するホスト アドレスを含む ShunHost は、
IDSM によって制御されるデバイスをアップデートしないので注意してください。遮断されたホス
トがすでに ShunNet に含まれている場合、デバイス管理はデバイス ACL をアップデートしません。 

注意 PIX ファイアウォールの shun コマンドは、ACL または他のコンフィギュレーションにより許
可されたトラフィックをブロックします。PreShunACL 機能をエミュレートすることはできま
せん。既存の ACL と他のコンフィギュレーションが PostShunACL として動作するためです。
NeverShunAddress トークンを使用して IDSM が特定の IP を遮断するのを防いでください。

複数の IDSM によるデバイスの制御

複数の IDSM を使用して IDS システムをインストールする場合、実際にデバイスを制御するの
は、これらの IDSM のうち 1 つだけです。残りの IDSM は、その IDSM に遮断または非遮断要求
を転送しなければなりません。 
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複数の IDSM からデバイスを制御する手順は次のとおりです。

ステップ 1 どの IDSM でデバイスを制御するかを決定します。 

この IDSM が遮断サーバとして指定されます。残りの IDSM は、遮断クライアントと指定されます。

ステップ 2 この遮断サーバ IDSM にデバイス制御を設定します。 

ステップ 3 遮断クライアント IDSM については、IDS Director または CSPM を使用して遮断サーバを指定し
ます。

その結果、managed.conf へのエントリは次のようになります。

DupDestination hostname.orgname

この場合、hostname.orgname はデバイスを制御する IDSM を指定します。 

IDS Director を使用している場合は、他にも設定が必要になります。IDS 通信をサポートするた
め、クライアント IDSM とサーバ IDSM の両方で適切な許可、ルート、およびホスト ファイルを
アップデートする必要があります。次の Web サイトで IDS 管理マニュアルを参照して、遮断
サーバと遮断クライアントを設定します。

• Cisco Secure Policy Manager 2.3.1i：

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/ismg/policy/index.htm

• Cisco Intrusion Detection System Director for UNIX Version 2.2.3：

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/csids/csids7/index.htm

注意 クライアント サーバ ループが作成されていないことが確実でないかぎり、遮断サーバを他の
サーバのクライアントとして指定しないでください。

1 台の IDSM で管理する複数のネッ トワーク  デバイス

IDSM のコンフィギュレーション ファイルには、管理が必要なネットワーク デバイス数に応じて
何個のエントリでも含めることができます。コンフィギュレーション ファイルには、各ルータま
たはパケット フィルタの IP アドレス、ホスト名、およびパスワードに関する情報が含まれます。
IDSM はこの情報により各デバイスと通信し、これを制御できます。

（注） IDSM を使用して管理するのは、ローカル サブネットに接続されているネットワーク デバイ
スだけにすることを推奨します。

その他のコマンド
IDSM にログインして、次のような他の IDSM コマンドを使用できます。

ここで説明する他の IDSM コマンドは以下のとおりです。

• IDSM コマンド（p.40）

• Catalyst ソフトウェアのコマンド（p.46）

• Cisco IOS コマンド（p.48）
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IDSM コマンド

ここでは、IDSM にログインして使用できる他の IDSM コマンドについて説明します。これらの
コマンドは、初期（IDSM を完全に設定する前）に使用するか、それともメンテナンス パーティ
ションからの起動時に使用するかによって分類されています。また、これらのコマンドはモード

（exec、configuration terminal、diagnostics）によっても分類されています。

ここで説明する他の IDSM コマンドは以下のとおりです。

• すべてのモードで使用できるコマンド（p.40）

• 設定前に使用するアプリケーション パーティション コマンド（p.40）

• 設定後に使用するアプリケーション パーティション コマンド（p.40）

• メンテナンス パーティション コマンド（p.45）

すべてのモードで使用できるコマンド

次のコマンドは、あらゆるモードで使用できます。

• end

コンフィギュレーション モードまたはいずれかのコンフィギュレーション サブモードを終了
します。

• exit

コンフィギュレーション モードを終了するか、またはアクティブな端末セッションを終了し
て exec モードを打ち切ります。

設定前に使用するアプリケーシ ョ ン パーティシ ョ ン コマンド

これらのコマンドは、IDSM の設定前にアプリケーション パーティションで使用できます。これ
らはすべて exec モードで使用するコマンドです。

• setup

基本的な IDSM の設定を開始し、内容を表示します。

• show configuration

システム統計情報、IDSM のステータスおよびバージョン、ソフトウェア リリース、および
setup コマンドによって設定されたあらゆる情報を表示します。

• show version

動作中のプロセスのバージョン情報を表示します。

• shutdown

IDSM オペレーティング システムをシャットダウンします。

設定後に使用するアプリケーシ ョ ン パーティシ ョ ン コマンド

これらのコマンドは、IDSM の設定後にアプリケーション パーティションで使用できます。

• イネーブル EXEC モード（p.41）

• configuration terminal モード（p.42）

• diagnostics モード（p.43）
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イネーブル EXEC モード

以下のコマンドはすべて、イネーブル EXEC モードで実行します。

• clear config

現在のすべてのシステム情報を消去し、システムをシャットダウンします。

• debug onyx [on | off]

Onyx デバッグ機能をイネーブルまたはディセーブルにします。この変更を有効にするには、
IDSM を再起動する必要があります。

• reboot

IDSM を再起動します。

• setup

基本的な IDSM の設定を開始し、内容を表示します。IDSM への Telnet および SSH アクセス
をイネーブル / ディセーブルに設定できます。setup コマンドについての詳細は、「初期設定」

（p.13）を参照してください。IDSM と互換性のある SSH クライアントの一覧は、「互換性の
ある Secure Shell プロトコル クライアント」（p.3）を参照してください。

（注） デフォルトでは、IDSM への直接的な Telnet アクセスはディセーブルに設定され、ア
クセス リストに IP アドレスは設定されていません。

• show config

システム統計情報、IDSM のステータスとバージョン、ソフトウェア リリース、IDSM への
直接的な Telnet アクセスと SSH アクセスのステータス、現在のアクセス リスト内容、およ
び setup コマンドで設定した全情報を表示します。

• show direct-access

IDSM への直接アクセスのステータスと、直接アクセス リストの内容を表示します。

• show debugging

システム デバッグ ステータスを表示します。

• show ip traffic

コマンドおよび制御ポートに関する IP 統計情報を表示します。

• show ssh fingerprint

現在の SSH キー サーバのホスト フィンガープリントを表示します。

• show ssh authorized-keys [id]

RSA 認証を使用してローカル SSH サーバへのログインが許可されているユーザのパブリッ
ク キーを表示します。

 id は、許可されるキーを表す 1 ～ 256 文字の一意のストリングです。数字、[_]、および [-]
は有効ですが、スペースは使用できません。

• show ssh host-keys [ipaddress] 

managed が接続に使用できるリモート SSH サーバのパブリック キーを含む既知のホスト 
テーブルを表示します。

 ipaddress は、ピリオドで区切った 4 オクテット（X.X.X.X ［X = 0 ～ 255］）の 32 ビット ア
ドレスです。
41
Catalyst 6500 シリーズ Intrusion Detection System Module インストレーション コンフ ィギュレーション ノート Version 3.0(5)
78-13074-04-J



その他のコマンド
• show version

アクティブ プロセスのバージョン情報を表示します。

• shutdown

IDSM オペレーティングシステムをシャットダウンします。

configuration terminal モード

次のコマンドは、configuration terminal（conft）モードで実行します。conft モードを開始するに
は、EXEC プロンプトに、configure terminal と入力します。

• apply [servicepack | signatureupdate] site sitenameoraddress user username dir directory file 
filename

FTP サーバからサービスパックまたはシグニチャ アップデート インストール パッケージを
ダウンロードして実行します。 

servicepack を使用すると、指定したサービス パックが検索されてシステムに適用されます。

signatureupdate を使用すると、指定したシグニチャ アップデートが検索されてシステムに適
用されます。

site sitenameoraddress は、FTP サーバのアドレスまたはホスト名です。

user username は、 FTP ログインに使用するユーザ名です。

dir directory は、ファイルが置かれているディレクトリです。

file filename は、アップデート用に検索するファイルです。

• direct-access

IDSM のリモート アクセスの制御（SSH および Telnet のイネーブル / ディセーブル、および
アクセスを許可される IP アドレスの追加 / 削除を含む）を行います。

• password 

Telnet セッションのログイン パスワードを変更します。

• remove 

IDSM に適用したサービスパックまたはシグニチャ アップデートを削除します。このコマン
ドを使用すると、IDS ソフトウェアは、アップデート適用前の状態に戻ります。

• ssh authorized-key id key-modulus-length public-exponent public-modulus

RSA 認証を使用してローカル SSH サーバにログインできるクライアントのパブリック キー
を追加します。許可されているキーをシステムから削除するには、このコマンドの no 形式
を使用します。

id は、許可されるキーを表す 1 ～ 256 文字の一意のストリングです。数字、[_]、および [-]
は有効ですが、スペースは使用できません。

key-modulus-length は、範囲 [511, 2048] の ASCII 10 進整数です。

public-exponent は、範囲 [3, 2^32] の ASCII 10 進整数です。

public-modulus は、 (2 ^ key-modulus-length) < x < (2 ^ (key-modulus-length + 1)) の範囲の ASCII 10
進整数 x です。

• ssh generate-key

SSH キーを再生成します。

• ssh host-key ipaddress key-modulus-length public-exponent public-modulus

既知のホスト テーブルにエントリを追加します。既知のホスト テーブルからエントリを削除
するには、このコマンドの no 形式（no ssh host-key ipaddress）を使用します。
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その他のコマンド
ipaddress は、ピリオドで区切った 4 オクテット（X.X.X.X [X = 0 ～ 255]）の 32 ビット アド
レスです。

key-modulus-length は、範囲 [511, 2048] の ASCII 10 進整数です。

public-exponent は、範囲 [3, 232] の ASCII 10 進整数です。

public-modulus は、 (2 ^ key-modulus-length) < x < (2 ^ (key-modulus-length + 1)) の範囲の ASCII 10
進整数 x です。

• terminal length length

現在のログイン セッションについて端末設定を変更します。

 length は、MORE で表示する行数です。指定できる値は、0 ～ 256 です。0 を指定すると、
ポーズは行われません。

（注） デフォルトでは、Telnet 経由での IDSM への直接アクセスは、ディセーブルに設定さ
れています。

diagnostics モード

次のコマンドは、diagnostics（diag）モードで使用できます。diag モードを開始するには、EXEC
プロンプトに、diagnostics と入力します。

• diag [bootresults | resetcount]

IDSM の一部分に対して診断プログラムを実行します。 

bootresults は、起動時診断の結果です。

resetcount を使用すると、パケット カウント情報がリセットされます。

• ids-installer

メンテナンス ユーティリティである ids-installer を実行します。

• nrconns

IDS Postoffice の現在の接続状態を表示します。 

• nrexec appId tokens

受信したトークンを使用して nrexec コマンドを実行します。

appId は、クエリーするアプリケーションの数値 ID です。

tokens は、nrexec コマンドに渡すトークンをスペースで区切ったストリングです。

• nrget appId tokens

受信したトークンを使用して nrget コマンドを実行します。

appId は、クエリーするアプリケーションの数値 ID です。

tokens は、nrexec コマンドに渡すトークンをスペースで区切ったストリングです。

• nrgetbulk appId tokens

受信したトークンを使用して nrgetbulk コマンドを実行します。

appId は、クエリーするアプリケーションの数値 ID です。

tokens は、nrexec コマンドに渡すトークンをスペースで区切ったストリングです。
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その他のコマンド
• nrset appId tokens

受信したトークンを使用して nrset コマンドを実行します。

appId は、クエリーするアプリケーションの数値 ID です。

tokens は、nrexec コマンドに渡すトークンをスペースで区切ったストリングです。

• ping address count

基本的なネットワーク接続を診断します。

 address は、ping の対象となるシステムのアドレスです。

count は、送信するエコー要求の数です。

値を指定しない場合、要求が 4 回送信されます。

• report systemstatus site site user user dir dir [full]

システム ステータス情報が含まれた HTML ファイルを作成し、それを FTP サーバに送信し
ます。

 site は、FTP サーバのアドレスまたはホスト名です。

user は、FTP サーバへのログインに使用するユーザ名です。

dir は、ファイルを置くディレクトリです。

full は、任意指定のキーワードです。

このキーワードを指定すると、エラー ファイルの全内容が出力ファイルに書き込まれます。
このキーワードを省略すると、最初と最後の 50 行だけが出力されます。

• show errorfile [filexferd | idsapply | loggerd | managed | packetd | postofficed | sapd] [current | 
backup]

現在の IDSM エラーログ ファイルの内容を表示します。

filexferd は、fileXferd のエラー ファイルの内容を表示します。

idsapply は、idsapply のエラー ファイルの内容を表示します。

loggerd は、loggerd のエラー ファイルの内容を表示します。

managed は、managed のエラー ファイルの内容を表示します。

packetd は、packetd のエラー ファイルの内容を表示します。

postofficed は、postofficed のエラー ファイルの内容を表示します。

sapd は、sapd のエラー ファイルの内容を表示します。

current は、選択したアプリケーションの現在のエラー ファイルの内容を表示します。

backup は、バックアップ ディレクトリ ファイル リストおよび選択したファイルの内容を表
示します。

（注） このディレクトリには、前回の実行による旧エラー ファイルと、容量が 1MB を超過した
現在の実行エラー ファイルが入っています。

• show eventfile [current | backup | archive]

現在の IDSM アラーム ログ ファイルの内容を表示します。

current は、現在のアラーム ログ ファイルの内容を表示します。

backup は、最近バックアップされたアラーム ログ ファイルの内容を表示します。

archive は、それ以前にバックアップされたアラーム ログ ファイルの内容を表示します。
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その他のコマンド
• traceroute address count

宛先までのルートを表示します。

 address は、ping の対象となるシステムのアドレスです。

count は、送信するエコー要求の数です。

値を指定しない場合、要求が 4 回送信されます。

メンテナンス パーティシ ョ ン コマンド

次のコマンドは、IDSM がメンテナンス パーティションで実行されているときに使用できます。

• EXEC モード（p.45）

• configure terminal モード（p.45）

• diagnostics モード（p.45）

EXEC モード

これらのコマンドは、EXEC モードで実行します。

• show version

動作中の プロセスのバージョン情報を表示します。

• shutdown

IDSM オペレーティング システムをシャットダウンします。

configure terminal モード

次のコマンドは、configuration terminal（conft）モードで実行します。conft モードを開始するに
は、EXEC プロンプトで、configure terminal と入力します。

• password 

Telnet セッションのログイン パスワードを変更します。

diagnostics モード

次のコマンドは、diagnostics モードで実行します。diagnostics（diag）モードを開始するには、
EXEC プロンプトに、diagnostics と入力します。

• diag [bootresults | resetcount]

IDSM の一部分に対して診断プログラムを実行します。 

bootresults は、起動時診断の結果です。

resetcount を使用すると、パケット カウント情報がリセットされます。

• ids-installer

メンテナンス ユーティリティである ids-installer を実行します。

• ping address count

基本的なネットワーク接続を診断します。

 address は、ping の対象となるシステムのアドレスです。

count は、送信するエコー要求の数です。

count の値を指定しない場合、要求が 4 回送信されます。
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その他のコマンド
• traceroute address count

宛先までのルートを表示します。

 address は、ping の対象となるシステムのアドレスです。

count は、送信するエコー要求の数です。

count の値を指定しない場合、要求が 4 回送信されます。

Catalyst ソフ トウェアのコマンド

ここでは、その他の Catalyst ソフトウェア コマンドについて説明します。

• スーパバイザ エンジン CLI コマンド（p.46）

• サポート対象外のスーパバイザ エンジン CLI コマンド（p.47）

スーパバイザ エンジン CLI コマンド

IDSM は、次のスーパバイザ エンジン CLI コマンドもサポートします。各コマンドの詳細につい
ては、『Catalyst 6000 Family Command Reference』を参照してください。

• clear config module_number

スーパバイザ エンジン上の指定した IDSM と対応づけられた設定を消去します。

• clear log module_number

指定した IDSM に対応するエラー ログの全エントリを削除します。

• session slot_number

スイッチ コンソールから IDSM のコンソールへログインします。

• set module コマンド（他の set module コマンドを使用すると、エラー メッセージが返されま
す）

– set module {enable|disable} module_number 

モジュールをイネーブルまたはディセーブルにします。

– set module name module_number

モジュール名を設定します。

– set module power module_number up | down

指定した IDSM への電力供給をイネーブルまたはディセーブルにします。

• set port name module_number

指定した IDSM ポートに名前を設定します。

• set span

ポート 1 を SPAN 宛先ポートとして設定します。IDSM のポート 1 を SPAN 送信元ポートと
して使用することはできません。

• set trunk

トランク ポートを設定します。

• set vlan

VLAN キャプチャ ポートを設定します。
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その他のコマンド
• show config

スーパバイザ エンジンの NVRAM 設定が表示されます。

• show log

指定した IDSM のエラー ログが表示されます。

• show mac module_number

指定した IDSM の MAC カウンタが表示されます。

• show module module_number

IDSM がインストールされていれば、[Intrusion Detection System Module under Module-Type] が
表示されます。

• show port module_number

指定した IDSM のポート ステータスが表示されます。

• show port capabilities [module | module_number]

モジュールおよびポートの機能が表示されます。

• show test 

SPAN ポート（ポート 1）および管理ポート（ポート 2）の両方について、診断テストで報告
されたエラーが表示されます。さらに、BIOS および CMOS の起動結果も表示されます。

サポート対象外のスーパバイザ エンジン CLI コマンド

IDSM がサポートしていないスーパバイザ エンジン CLI コマンドは、次のとおりです。

• set port broadcast

• set port channel

• set port cops

• set port disable

• set port enable

• set port flowcontrol 

• set port gmrp

• set port gvrp

• set port host

• set port inlinepower

• set port jumbo

• set port membership

• set port negotiation 

• set port protocol

• set port qos 

• set port rsvp

• set port security

• set port speed

• set port trap

• set protocolfilter
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その他のコマンド
• set rgmp

• set snmp

• set spantree 

• set udld

• set vtp

Cisco IOS コマンド

次の資料には、IDSM 固有のネットワーク セキュリティ情報が記載されており、このマニュアル
に記載されているネットワークセキュリティ情報と手順を補足する内容となっています。

• 『Cisco IOS Security Configuration Guide』Release 12.1 は次の Web サイトにあります。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/secur_c/index.htm

• 『Cisco IOS Security Command Reference』Release 12.1 は次の Web サイトにあります。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/secur_r/index.htm

IDSM は次の CLI コマンドをサポートします。これらのコマンドは、モード別にグループ化され
ています。

• EXEC コマンド（p.48）

• コンフィギュレーション コマンド（p.49）

EXEC コマンド

以下のコマンドはすべて、EXEC モードで実行します。

• clock read-calendar

クロックタイムをカレンダーの時刻に合わせて更新します。

• clock set time date

現在の日時を設定します。

• clock update-calendar

カレンダーの時刻をクロックタイムに合わせて更新します。

• hw-module module slot_number reset 

モジュールをデフォルトのアプリケーション パーティションにリセットします。

• hw-module module slot_number reset hdd:2

モジュールをメンテナンス パーティションにリセットします。

• hw-module module slot_number shutdown

シャーシから安全に取り外せるようにモジュールをシャットダウンします。

• reload

スイッチ全体をリロードします。

• session slot slot_number processor processor_number

スイッチ コンソールから IDSM のコンソールへログインします。

• show interfaces Gigabit slot_number/port_number

インターフェイスのステータスを表示します。
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その他のコマンド
• show interfaces switchport module slot_number

インターフェイスの現在のスイッチ設定を表示します。

• show interface trunk module slot_number

インターフェイスの現在のトランク設定を表示します。

• show ip access-lists

現在のアクセス リストを表示します。

• show module

搭載されているモジュール、バージョン、およびステータスを表示します。

（注） show module コマンドでは、シグニチャ レベルは表示されません。

• show running-config

現在実行中のコンフィギュレーションを表示します。

• show running-config interface gigabit slot_number/port_number

指定したインターフェイスの現在の実行コンフィギュレーションを表示します。

• show startup-config

保存されているコンフィギュレーションを表示します。

• show vlan access-map

現在の VLAN アクセス マップをすべて表示します。

コンフ ィギュレーシ ョ ン コマンド

次のコマンドはすべて、グローバル コンフィギュレーション モード、インターフェイス コン
フィギュレーション モード、または VACL コンフィギュレーション サブモードのいずれかで実
行します。

• グローバル コンフィギュレーション モード（p.49）

• インターフェイス コンフィギュレーション モード（p.50）

• VACL コンフィギュレーション サブモード（p.51）

グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン モード

次のコマンドはすべて、グローバル コンフィギュレーション モードで実行します。

• clock calendar valid 

現在のカレンダー時刻を、スイッチの起動時の時刻として設定します。

• clock summer-time zone recurring 

スイッチをサマータイム設定にします。

• clock timezone zone offset 

スイッチ /IDSM のタイムゾーンを設定します。

• interface GigabitEthernet slot number/port number

各 IDSM ポートの設定を開始します。
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その他のコマンド
• ip access-list extended word

VACL マップで使用するアクセス リストを作成します。

• monitor session session {destination {interface interface interface-number} [ , | -] {vlan vlan-id}}

SPAN セッションの宛先を設定します。

• monitor session session {source {interface interface interface-number | {vlan vlan-id}} [ , | - | rx | tx | 
both] 

SPAN セッションの送信元を設定します。

• no power enable module slot_number

IDSM をシャットダウンし、電力供給を停止します。

• power enable module slot_number 

電源がオフになっている IDSM の電源をオンにします。

• vlan access-map mapname sequence

VACL マップを作成します。

• vlan filter mapname vlan-list vlans

VACL マップを VLAN にマップします。

インターフェイス コンフ ィギュレーシ ョ ン モード

インターフェイス コンフィギュレーション モードで実行するコンフィギュレーション コマンド
は、次のとおりです。

• switchport 

インターフェイスをスイッチ ポートとして設定します。

• switchport access vlan vlan

インターフェイスのアクセス VLAN を設定します。

• switchport capture

インターフェイスをキャプチャ ポートとして設定します。

• switchport mode access 

インターフェイスをアクセス ポートとして設定します。

• switchport mode trunk 

インターフェイスをトランク ポートとして設定します。

• switchport trunk allowed vlan vlans 

トランクに許可する VLAN を設定します。

• switchport trunk encapsulation dot1q 

カプセル化タイプとして dot1q を設定します。

• switchport trunk native vlan vlan 

トランク ポートのネイティブ VLAN を設定します。
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複数の IDSM の設定
VACL コンフ ィギュレーシ ョ ン サブモード

VACL コンフィギュレーション サブモードで実行するコンフィギュレーション コマンドは、次
のとおりです。

• action forward capture 

一致したパケットをキャプチャするよう指定します。 

• match ip address {1-199 | 1300-2699 | acl_name}

VACL のフィルタリングを指定します。 

複数の IDSM の設定
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ上で複数の IDSM を設定できます。

ここでは、次の設定について説明します。

• 1 台のスイッチ上で複数の IDSM を設定する場合（p.51）

• SPAN 用に複数の IDSM を設定する場合（p.51）

• セキュリティ VACL キャプチャ用に複数の IDSM を設定する場合（p.51）

1 台のスイッチ上で複数の IDSM を設定する場合

Catalyst 6500 シリーズ スイッチには、使用できるモジュール スロットの数だけ、IDSM を搭載で
きます。Catalyst 6500 シリーズ スイッチにスーパバイザ エンジンが 1 つまたは複数搭載されてい
れば、すべてのスロットに IDSM を搭載してもかまいません。異なるトラフィックをモニタする
か、重複アラームを受信するよう、IDSM を設定します。 

SPAN 用に複数の IDSM を設定する場合

Catalyst ソフトウェアおよび Cisco IOS ソフトウェアが Catalyst 6000 ファミリー スイッチ上で同時
にサポートできる SPAN セッションは 2 つまでなので、同一シャーシで SPAN の宛先として指定
できる IDSM は 2 つだけです。個々の IDSM がオーバーサブスクライブにならないように、ポー
ト 1 がモニタするすべての IP SPAN トラフィックの合計を 100 Mbps 程度に制限してください。

セキュリテ ィ VACL キャプチャ用に複数の IDSM を設定する場合

スイッチ上のキャプチャ宛先ポートはすべて同じキャプチャ トラフィックを受信します。また、宛
先ポートで、VLAN によるキャプチャ トラフィックのフィルタリングが実行されます。IDSM スニ
フィング ポート（ポート 1）は、デフォルトでトランク ポートになります。このポートは、この
ポートがモニタする VLAN（1 つまたは複数）だけのメンバーとして設定する必要があります。
個々の IDSM がオーバーサブスクライブにならないように、IDSM のポート 1 が属する VLAN（1 つ
または複数）上のすべての IP キャプチャ トラフィックの合計を 100 Mbps 程度に制限してください。

IDS の設定例
次に、IDSM を使用してネットワーク上のトラフィックをモニタする例をいくつか紹介します。
さまざまな環境での IDSM の最も効果的な利用方法を考える際に役立ちます。
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IDS の設定例
次の項目について説明します。

• 設定時の注意（p.52）

• スイッチ コンフィギュレーションの例（p.52）

• 例 1: 何も拒否せず、すべてをモニタする設定（p.53）

• 例 2: 専用サーバと単一 VLAN の設定（p.53）

• 例 3: 複数の VLAN および専用サーバの設定（p.56）

• 例 4: IDS シグニチャでの半二重（シンプレックス）トラフィック モニタの影響（p.57）

• 例 5: MSFC1 および MSFC2 を使用した VACL ベースのキャプチャの設定（p.58）

• 高度なコンフィギュレーション オプション（p.62）

設定時の注意

IDSM がパケットを廃棄しているかどうかを調べるには、アラーム 993 の出力を確認します。
「トラフィックのオーバーサブスクリプションの識別」[p.34] を参照してください。

スイッチ コンフ ィギュレーシ ョ ンの例

この IDS の例では、IDS は次の構成の Catalyst 6006 を使用します。

• スーパバイザ エンジン：

– Catalyst ソフトウェア

MSFC および PFC オプションを装備した Supervisor Engine 1 モデル SUP1A-2GE がスロッ
ト 1 に搭載されています。

– Cisco IOS ソフトウェア

MSFC2 および PFC2 オプションを装備した Supervisor Engine 2 モデル SUP2-2GE がス
ロット 1 に搭載されています。

• スロット 2 に 48 ポートのファスト イーサネット モジュールが搭載されています。 

• スロット 3 に 8 ポートのギガビット イーサネット モジュールが搭載されています。 

• スロット 6 に IDSM が搭載されています。 

• Catalyst 6500 シリーズ スイッチのポートはすべて、VLAN 1 に含まれています。

次に、スイッチ コンフィギュレーションの例を示します。

Console> (enable) show module
Mod Slot Ports  Module-Type                Model               Sub Status
--- ---- -----  -------------------------  ------------------- --- --------
1   1    2      1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok
15  1    1      Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC         no  ok
2   2    48     10/100BaseTX Ethernet      WS-X6248-RJ-45      no  ok
3   3    8      1000BaseX Ethernet         WS-X6408-GBIC       no  ok
6   6    2      Intrusion Detection System WS-X6381-IDS        no  ok

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw
--- ----------------------- ------------------- ----------- ------
1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD040201S8 1.0
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ここで紹介する例では、次のコンポーネントを使用しています。

• Ziff-Davis WebBench 3.0 のテスト環境がスイッチに接続されています。 

• ファスト イーサネット NIC を装備した 48 ポートのファスト イーサネット モジュール上で、
12 の Windows NT がデュアル ホーミングされています。 

• 各 NT に、WebBench 制御トラフィックに使用する 172.21.184.X サブネットとして設定された
ネットワーク アダプタ、および 10.1.6.x サブネットとして設定されたネットワーク アダプタ
がそれぞれ 1 つずつあります。

• Windows NT サーバ ベースの Web サーバ 2 つが、モジュール 3 のギガビット イーサネットの
ポート 7 およびポート 8 に接続されています。

• サーバの IP アドレスは、それぞれ 10.1.6.1 および 10.1.6.2 です。

例 1: 何も拒否せず、 すべてをモニタする設定

これは、最も単純な設定例です。モニタ対象の VLAN にマップされた 1 つの VACL だけで構成
されています。

• Catalyst ソフトウェア

Console> (enable) show security acl info all
set security acl ip testacl
---------------------------------------------------
1. permit ip any any capture

• Cisco IOS ソフトウェア

Router# show ip access-lists all
Extended IP access list all
    permit ip any any

Router# show vlan access-map capture_all
Vlan access-map "capture_all"  10
        match: ip address all
        action: forward capture

この VACL は、指定されたキャプチャ ポートに送信されるすべてのトラフィック（全二重）を
キャプチャします。この例では、VLAN の最大帯域利用率を測定することが困難になる傾向があ
るので、IDSM のオーバーサブスクライブが問題になります。キャプチャ ACL により影響を受
ける全ポートを合計して使用帯域幅を推定するか、未使用のギガビット イーサネット ポートを
キャプチャの宛先として指定できます。すべてのキャプチャ ポートがキャプチャしたすべてのト
ラフィックを受信するので、このポートは IDSM の処理内容をミラーリングすることになりま
す。 

例 2: 専用サーバと単一 VLAN の設定

専用サーバは一般に、提供するサービスの数が限られます。たとえば、Web サーバが提供するの
は通常、Web サービス（HTTP、場合によっては SSL、および FTP サービス）だけです。例 2 で
は、具体的には専用 Web サーバをモニタします。この例では、IDSM でアドレス 10.1.6.1 および
10.1.6.2 の 2 つの Web サーバを保護します（図 9 を参照）。
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図 9 例 2 の構成

VACL 機能を使用して、次の特性を備えた ACL を作成します。

• 明示的に許可したもの以外のあらゆるトラフィックに対して、Web サーバへのアクセスを禁
止します（デフォルトの設定）。IDSM は、FTP データ トラフィックを除いて、サーバへの
アクセスが許可されたすべてのトラフィックを監視します。

• サーバの Web ポート（80）宛てのトラフィックを明示的に許可します。

• サーバ 1 の FTP サービス（21 および 20）宛てのトラフィックを明示的に許可します。

• サーバがあらゆる IP プロトコルのあらゆるポートに応答するようにします。

• VLAN 上の他のすべてのデバイスが（IP を使用して）相互に完全な対話を行うようにします。

次に、Catalyst ソフトウェアの ACL の設定例を示します。

Console> (enable) show security acl info all
set security acl ip webacl2
---------------------------------------------------
1. permit tcp any host 10.1.6.1 eq 21 capture
2. permit tcp host 10.1.6.1 eq 21 any capture
3. permit tcp any host 10.1.6.1 eq 20
4. permit tcp any host 10.1.6.1 eq 80 capture
5. permit tcp any host 10.1.6.2 eq 80 capture
6. deny ip any host 10.1.6.1
7. deny ip any host 10.1.6.2
8. permit ip any any

例の 1 行目と 2 行目で、サーバ 1 の FTP コマンド ポートに接続するあらゆるホスト、およびそ
のポートに応答するサーバ 1 に許可を設定しています。このトラフィックはモニタ（キャプ
チャ）対象です。2 行目は、戻りのトラフィックを明示的にキャプチャするために必要です。2
行目を指定しなくても、8 行目で戻りのトラフィックを許可しているので、FTP サービスは機能
しますが、できるだけモニタを全二重にすることを推奨します。

3 行目で、FTP データ チャネルを確立できるようにします。このチャネルは、実際のデータ転送
に使用します。このチャネルは侵入がモニタされません。データ転送にはシグニチャ トリガが組
み込まれないためです。8 行目で戻りの接続を許可します。

4 行目および 5 行目で、着信 Web 要求を許可し、着信要求および着信データをキャプチャ ポー
ト（1 つまたは複数）にコピーします。

6 行目および 7 行目で、2 つのサーバに対する他のあらゆる着信接続を禁止（拒否）します。

8 行目で、VLAN 上のその他のあらゆる IP トラフィックが通常どおりに流れるようにします。こ
の行により、4 行目および 5 行目で許可された要求に応じて、Web サーバがページを提供できる
ようになります。 また、FTP サーバの発信データ接続（ポート 20）が許可されます。
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（注） capture 機能は、permit ACL ステートメントと組み合わせた場合に限って有効です。

次に、Cisco IOS ソフトウェアの設定例を示します。

Router# show ip access-lists web_acl1
Extended IP access list web_acl1
    permit tcp any host 10.1.6.1 eq ftp
    permit tcp host 10.1.6.1 eq ftp any
    permit tcp any host 10.1.6.1 eq www
    permit tcp any host 10.1.6.2 eq www

Router# show ip access-lists web_acl2
Extended IP access list web_acl2
    permit tcp any host 10.1.6.1 eq ftp-data
    deny ip any host 10.1.6.1
    deny ip any host 10.1.6.2
    permit ip any any

Router# show vlan access-map capture_web
Vlan access-map "capture_web"  10
        match: ip address web_acl1
        action: forward capture
Vlan access-map "capture_web"  20
        match: ip address web_acl2
        action: forward

最初の ACL の web_acl1 で、キャプチャするトラフィックを指定します。他のトラフィックは
web_acl2 によってフィルタリングされます。web_acl1 の 1 行目と 2 行目で、サーバ 1 の FTP コ
マンド ポートに接続するあらゆるホスト、およびそのポートに応答するサーバ 1 に許可を設定し
ています。このトラフィックはモニタ（キャプチャ）対象です。2 行目は、戻りのトラフィック
を明示的にキャプチャするために必要です。2 行目を指定しなくても、web_acl2 の 4 行目で戻り
のトラフィックを許可しているので、FTP サービスは機能しますが、できるだけモニタを全二重
にすることを推奨します。3 行目および 4 行目で、着信 Web 要求を許可し、着信要求および着信
データをキャプチャ ポート（1 つまたは複数）にコピーします。

web_acl2 の 1 行目で、FTP データ チャネルを確立できるようにします。このチャネルは、実際のデータ
転送に使用します。このチャネルは侵入がモニタされません。データ転送にはシグニチャ トリガが組み
込まれないためです。戻りの接続は 4 行目で許可されます。2 行目と 3 行目で、2 つのサーバへの他のあ
らゆる着信接続を拒否しています。4 行目で、VLAN 上の他のあらゆる IP トラフィックが通常どおりに
流れるようにします。この行により、web_acl1 の 3 行目および 4 行目で許可された要求に応じて、Web
サーバがページを提供できるようになります。また、FTP サーバの発信データ接続が許可されます。

例 2 では、次のものがモニタされます。

• サーバを宛先とする HTTP および FTP トラフィック（上記の VACL ステートメントの
capture キーワードを参照）。

• 明示的にイネーブルに設定されているサービス。他はすべて拒否されます。 

• 着信（半二重）Web トラフィックおよび FTP コマンド チャネル トラフィック。

この例は、選択的にモニタすることによって IDSM のオーバーサブスクライブを防止するという
方針に基づいています。Web トラフィックでこれが可能なのは、クライアントの要求トラフィッ
クの方がサーバの応答トラフィックよりもはるかに少ないためです。数百バイトの Web 要求 1
つで、数千バイトの応答が容易に発生します。Web シグニチャの大部分は、クライアントの要求
トラフィックだけを解析すればよいので、「関係のない」応答トラフィックで、限られた IDS 帯
域幅を消費しないようにします。したがって、少数の Web シグニチャは、クライアント トラ
フィックに対するサーバを調べなければならないので、モニタできません。 

モニタ対象の FTP サービスは制御チャネル（ポート 21）です。これは通常、広帯域幅のデータ 
チャネル（ポート 20）に対する狭帯域幅のコマンドおよび制御チャネルです。制御チャネルで
は双方向（全二重）でトラフィックがモニタされます。
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対応する IDS コンフィギュレーションでは、ポート 21 および 80 を対象ポートとして設定し、
ポート 80 を Web サービス、ポート 21 を FTP サービスとして指定します。さらに、いくつかの
トークンおよびシグニチャを半二重動作として設定する必要があります。シグニチャ 3205 ～
3207 はディセーブルにしてください。これらのシグニチャは Web クライアント トラフィックに
対する Web サーバをモニタするので、半二重設定には不適切な動作を伴うためです（「例 4: IDS
シグニチャでの半二重（シンプレックス）トラフィック モニタの影響」[p.57] を参照）。さらに、
TCPThreeWayHandshake のトークンを 0（オフ）に、TCPStrictReassembly のトークンを 0 または
1（オフまたはルーズ）に設定します。TCPStrictReassembly のために、ReassembleFragments の
トークンを変更しなければならない場合があります。詳細については、「高度なコンフィギュ
レーション オプション」（p.62）を参照してください。

この汎用 VACL 技法は、ポートベースのあらゆるサービスに適用できます。

例 3: 複数の VLAN および専用サーバの設定

例 3（図 10 を参照）は、2 つ以上の LAN をルータで接続している状況に対応します。これは、
例 1 と例 2 を組み合わせたものです。ルーティング機能としては、オンボード（スーパバイザ
ベース）ルーティング機能と外部ルータという 2 種類を考ることができます。

図 10 例 3 の構成

オンボード  ルーティング （MSFC が搭載されたスーパバイザ エンジン） とスタンドア
ロン型ルータの比較

VLAN 10 のホストと VLAN 20 のサーバ間で接続が確立されると、ルータ機能の位置（オンボー
ドまたはスタンドアロン）に関係なく、最初のパケットはパス 1 とパス 2 を通ります。パケット
がスイッチのバックプレーンを通過するたびに、VACL が適用されます。この場合、キャプチャ 
ポートに転送されるパケットのコピーが 2 つ生じる可能性があります（パス 1 を通るパケットと
パス 2 を通るパケット）。

オンボード ソリューションでは、MSFC に十分な情報が与えられると、パス 3 経由でパケットを
ルーティングできます。この場合、パケットはバックプレーンを 1 回だけ通過すればよいので、
キャプチャされてキャプチャ ポートに出力されるパケットは 1 つだけです。スタンドアロン型
ルータの場合は、必ずパス 1 からパス 2 を通ります。

この二重キャプチャは、アラームの起動を早めたり、頻繁にしたりする可能性があるので問題が
あります。一部のアラームは、カウント スレッシュホールドに基づいて、パケットが 2 倍になる
とそれだけ短期間でスレッシュホールドに達します。
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例 3 は、例 1 および例 2 を結合したものです。VLAN 10 は、例 2 の場合と同様の VACL として
モニタできます。VLAN 10 にマップした適切な VACL によって VLAN 10 をモニタできます。二
重キャプチャ現象が発生するのは、ルーティングされる VLAN 10 パケットが VLAN 10 にマップ
された VACL および VLAN 20 にマップされた VACL（およびその逆）によってキャプチャされ
る場合だけです。オンボード ルーティング機能の場合、VLAN 10 および VLAN 20 を通過するパ
ケットは、フローの確立後にスイッチングされるので、二重キャプチャは発生しません。

注意 VACL を定義する際には、二重キャプチャ状況が生じないように注意してください。

例 4: IDS シグニチャでの半二重 （シンプレックス） ト ラフ ィ ッ ク  モ
ニタの影響

接続が切断された場合に、IDSM がフローの状態を追跡して、素早くバッファを復旧できるよう
に、双方向（全二重）でトラフィック フローをモニタすることを推奨します。状況によっては、
保護の対象から一部のトラフィックを除外する必要もあります。

半二重が最も有効なのは、通常の場合、悪意がなくまたその疑いもない数百バイトの要求（ただ
し悪意の可能性もある）によって、数千バイトの IDS の応答を発生させる可能性のある Web
サーバです。半二重は、提供する IDS サービス全体の品質面の影響を最小限に抑え、最大限の戻
り性能を実現します。信頼できるものとみなして、処理から除外する広帯域幅サーバの事例は、
ほかにも考えられます。

TCP ベースのサービスに半二重設定を適用する場合は、TCP セッションを再確立するよう設定を
変更しなければならない場合があります。詳細は、「高度なコンフィギュレーション オプション」

（p.62）を参照してください。

半二重モニタの利点は、IDSM 処理容量という限られた資源を保護できることです。欠点は、
IDSM が調べるのはトラフィックの一方向だけなので、キャプチャしないトラフィックが誤って
否定されかねないということです（これは、すべてのシグニチャに当てはまります）。半二重

（シンプレックス）環境（たとえば、例 1 の HTTP トラフィック）の場合、指定されている条件
なので、次のシグニチャをディセーブルにすることを推奨します（「明らかなフォールス ネガ
ティブ」[p.57] および「明らかなフォールス ポジティブ」[p.58] を参照）。混在モード（たとえ
ば、例 1）では、これらの条件が当てはまるのは、実際に半二重でモニタされるサービスだけで
す。

明らかなフォールス ネガティブ

表 5 に、半二重の環境ではディセーブルにする必要のあるシグニチャを示します。

表 5 半二重でフォールス ネガティブになるシグニチャ

SMTP シグニチャ

3100 Smail

3101 Mail: bad rcpt

3102 Mail: bad from

3103 Mail: recon

3104 Mail: old attack

3105 Mail: decode

3106 Excessive Rcpt To's (SPAM)
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明らかなフォールス ポジティブ

表 6 に明らかなフォールス ポジティブを示します。これらもディセーブルにする必要がありま
す。

例 5: MSFC1 および MSFC2 を使用した VACL ベースのキャプチャ
の設定

ここでは、Supervisor Engine 1 および Supervisor Engine 2 を使用した VACL ベースのキャプチャに
ついて説明します。具体的な内容は次のとおりです。

• ネットワークの設定（p.59）

• MSFC が搭載された Supervisor Engine 1A 上での ICMP および Web パケットの結果（p.61）

• MSFC2 が搭載された Supervisor Engine 2 上での ICMP および Web パケットの結果（p.61）

• 解析（p.62）

3107 Majordomo

3108 MIME Overflow

3109 Qmail Length Crash

サーバの HTTP 応答シグニチャを無視

3205 HTML page has .url link

3206 HTML page has .lnk link

3207 HTML page has .bat link

IOS シグニチャ

3600 IOS Crash

3601 IOS Command History

SSH シグニチャ

3650 SSH RSAREF2 Buffer Overflow

表 5 半二重でフォールス ネガティブになるシグニチャ （続き）

SMTP シグニチャ

表 6 明らかなフォールス ポジティブ

6300 Loki ICMP tunnel（フォールス ネガティブが与えられることもある）

6302 Modified Loki ICMP tunneling（フォールス ネガティブが与えられることもあ
る）

6501 Tribe Flood Net Client Request

6502 Tribe Flood Net Server Reply

6503 Stacheldraht Client Request

6504 Stacheldraht Server Reply
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ネッ トワークの設定

図 11 に、ネットワーク構成を示します。 

図 11 VACL ベースのキャプチャの設定

VACL ベースのキャプチャの動作を次のようなネットワーク構成でテストします。

• ハードウェア構成

– PFC と MSFC が搭載された Supervisor Engine 1A

– PFC2 と MSFC2 が搭載された Supervisor Engine 2

• ソフトウェア コンフィギュレーション

– Catalyst ソフトウェア リリース 6.1.1a（各ハードウェア プラットフォームに対応）

– Cisco IOS Release 12.1(8a)EX

• パケット タイプ

– ICMP（ping）

正常な動作 ― クライアントからの ICMP エコー要求（ping）パケットへの応答として、
10.1.7.1 のサーバから ICMP エコー応答パケットが送信されます。

– Web サーバ要求

正常な動作 ― クライアントがサーバのポート 80（Web サーバ）との TCP 接続を確立し、
Web ページを要求します。サーバはこれに応答して、要求されたページを送信します。
クライアントは FIN シーケンスを送信して、TCP 接続を切断します。

（注） VACL は許可および転送されていない全パケットを暗黙的に拒否するので、
denyicmp および denywww は他のあらゆるパケットを拒否します。

• Catalyst ソフトウェアの VACL

– Testacl

set security acl ip testacl permit ip any any capture

– Denyicmp

set security acl ip denyicmp deny icmp any host 10.1.6.211

set security acl ip denyicmp permit ip any any

– Denywww

set security acl ip denywww deny tcp any eq 80 host 10.1.6.211

set security acl ip denywww permit ip any any

55
01

9
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– Testacl2

set security acl ip testacl2 deny icmp any host 10.1.6.211

set security acl ip testacl2 permit ip any any capture

– Testacl3

set security acl ip testacl3 deny tcp any eq 80 host 10.1.6.211

set security acl ip testacl3 permit ip any any capture

• Cisco IOS ソフトウェアの VACL

– testacl

ip access list all
        permit ip any any

vlan access-map testacl 10
        match ip address all
        action forward capture

– denyicmp

ip access list icmplist
        permit icmp any host 10.1.6.211
vlan access map denyicmp 10
        match ip address icmplist
        action drop

– denywww

ip access list wwwlist
        permit tcp any eq 80 host 10.1.6.211
vlan access map denywww 10
        match ip address wwwlist
        action drop

– testacl2

ip access list icmplist
        permit icmp any host 10.1.6.211
ip access list all
        permit ip any any
vlan access map testacl2 10
        match ip address icmplist
        action drop
vlan access map testacl2 20
        match ip address all
        action forward capture

– testacl3

ip access list wwwlist
        permit tcp any eq 80 host 10.1.6.211
ip access list all
        permit ip any any
vlan access map denywww 10
        match ip address wwwlist
        action drop
vlan access map denywww 20
         match ip address all
         action forward capture
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MSFC が搭載された Supervisor Engine 1A 上での ICMP および Web パケッ トの結果

表 7 に、MSFC が搭載された Supervisor Engine 1A 上の VLAN 6 および VLAN 7 でキャプチャされ
る ICMP パケットおよび Web パケットのテスト結果を示します。

（注） 結果の欄には、どの位置で（1 または 2）パケットがキャプチャされたかが示されています。
キャプチャの位置は、キャプチャされたパケットに適用された VLAN タグによって決まります。
1 でキャプチャされたパケットは VLAN 6 に属し、2 でキャプチャされたパケットは VLAN 7 に
属します。

MSFC2 が搭載された Supervisor Engine 2 上での ICMP および Web パケッ トの結果

表 8 に、MSFC2 が搭載された Supervisor Engine 2 上の VLAN 6 および VLAN 7 でキャプチャされ
る ICMP パケットおよび Web パケットのテスト結果を示します。

（注） 結果の欄には、どの位置で（1 または 2）パケットがキャプチャされたかが示されています。
キャプチャの位置は、キャプチャされたパケットに適用された VLAN タグによって決まります。
1 でキャプチャされたパケットは VLAN 6 に属し、2 でキャプチャされたパケットは VLAN 7 に
属します。

表 7 MSFC が搭載された Supervisor Engine 1A 

VLAN 6 に適用される
VACL

VLAN 7 に適用される
VACL 結果

なし Testacl1

1. Cisco IOS ソフトウェア：Testacl の代わりに capture_all

ICMP 要求は 2 でキャプチャされます。
ICMP 応答は 1 でキャプチャされます。
2 ではクライアントからサーバへの TCP
1 ではサーバからクライアントへの TCP
Web ページが検索されます。

Denyicmp2、3

Denywww

2. denyxxx VACL は、実際にはすべてを拒否します。つまり、何も許可しません。この区別はテストには関係ありませ

ん。

3. Cisco IOS ソフトウェア：Denyicmp および Denywww の代わりに deny_icmp_www 

Testacl パケットはキャプチャされません。
Web ページは検索されません。

なし Testacl24

Testacl3

4. Cisco IOS ソフトウェア：Testacl2 および Testacl3 の代わりに capture_non_icmp_www

ICMP 要求は 2 でキャプチャされます。
TCP SYN は 2 でキャプチャされます。
Web ページは検索されません。

Testacl2
Testacl3

なし 最初の ICMP 要求は 1 でキャプチャされます。
以降の要求は 2 でキャプチャされます。
（MLS エントリが確立）

TCP SYN は 1 でキャプチャされます。
以降の TCP SYN は 2 でキャプチャされます。
（MLS エントリが確立）
Web ページは検索されません。
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解析

Supervisor Engine 1A のテスト中に、異常が検出されました。すべてのトラフィックが 2 でキャプ
チャされていました。正常であれば、表 7 に記載されているように動作するはずです。調査した
結果、MSFC で MLS 機能がディセーブルになっていたため、すべてのパケットにソフトウェア 
ルーティングが実行されていた（レイヤ 3 ファスト スイッチングは実行されない）ことがわかり
ました。正常に動作している場合、対話の最初のパケット（TCP の SYN）にはソフトウェア ルー
ティングが実行されます。このパケット（およびその応答）によって、MLS フローが確立され、
2 番目以降のパケットには、MLS（レイヤ 3 スイッチング）が適用されます。MLS スイッチング
が実行されたパケットは、スイッチの出力ポートの VLAN タギングでキャプチャされます。

Supervisor Engine 2 には、Enhanced Address Recognition Logic (EARL)-6 処理エンジンが搭載されていま
す。EARL-6 の役割は、コピーおよびキャプチャの決定処理です。コピーおよびキャプチャ決定の処
理方法に関する設計が変更された（Supervisor Engine 1 の EARL-5 からの）結果、廃棄パケットがキャ
プチャされるようになりました。そのため、IDS が誤ってアラームをレポートする可能性があります。

denyicmp および denywww の VACL（Catalyst ソフトウェア）または deny_icmp_www の VACL（Cisco 
IOS ソフトウェア）は、サーバからクライアントへの応答トラフィックを明示的に拒否します。これら
には、VACL 機能による暗示的なすべての拒否も含まれています。クライアントからサーバへはトラ
フィックは絶対に到達しません。ただし、宛先 VLAN には、通常、該当するキャプチャ VACL が付い
ているので、EARL-6 はスイッチングの決定には依存せず、独自にキャプチャの決定を実行し、キャプ
チャ ビットを設定します。キャプチャ ポートは、キャプチャ ビットに基づいて、スイッチのバックプ
レーンからのパケットをコピーするので、「廃棄された」パケットがキャプチャされるのです。

高度なコンフ ィギュレーシ ョ ン オプシ ョ ン

IDSM には、次の 2 つの高度なコンフィギュレーション オプションを使用できます。

• TCP セッションの再確立（p.63）

表 8 MSFC2 が搭載された Supervisor Engine 2

VLAN 6 に適用される
VACL

VLAN 7 に適用される
VACL 結果

なし Testacl1

1. Cisco IOS ソフトウェア：Testacl の代わりに capture_all

ICMP 要求は 2 でキャプチャされます。
ICMP 応答は 1 でキャプチャされます。
2 ではクライアントからサーバへの TCP
1 ではサーバからクライアントへの TCP
Web ページが検索されます。

Denyicmp2

Denywww

2. Cisco IOS ソフトウェア：Denyicmp および Denywww の代わりに deny_icmp_www 

Testacl ICMP 要求は 1 でキャプチャされます。
クライアント TCP SYN は 1 でキャプチャされます。3

Web ページは検索されません。

3. これは、Supervisor Engine2/EARL-6 のキャプチャ動作です（「解析」[p.62] を参照）。

なし Testacl24

Testacl3

4. Cisco IOS ソフトウェア：Testacl2 および Testacl3 の代わりに capture_non_icmp_www

ICMP 要求は 2 でキャプチャされます。
クライアント TCP SYN は 2 でキャプチャされます。
Web ページは検索されません。

Testacl2
Testacl3

なし ICMP 要求は 2 でキャプチャされます。
クライアント TCP SYN は 2 でキャプチャされます。
Web ページは検索されません。
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• IP フラグメントの再組み立て（p.63）

TCP セッシ ョ ンの再確立

IDSM は、TCP セッション ストリームを再確立できます。この機能は、IDS システムを破ろうと
するいくつかの技法に対抗するために取り入れられました。ここでは、コンフィギュレーション
の設定値およびセッション再確立の効果について詳しく説明します。

セッションの再確立は、packetd.conf ファイルのトークンで制御します。設定値を変更する具体
的な手順については、『Cisco Intrusion Detection System Director for UNIX Configuration and 
Operations Guide』を参照してください。

TCPThreeWayHandShake：TCP ストリームの再確立サブシステムは、TCP 接続を確立しようとす
る 3 方向ハンドシェークを検出したときに限り、トラフィックを監視するように設定できます。
デフォルト値は 0（off）です。半二重動作の場合は、0（off）に設定することを推奨します。

TCPStrictReassembly：TCP ストリームの再確立サブシステムは、受信側ホストから ACK が返信
された場合に限り、パケットを検索するように設定できます。このトークンでその動作を制御し
ます。次の 3 種類の設定値を使用できます（設定しなかった場合は、デフォルト値の 0 になりま
す）。半二重動作の場合は、0（off）に設定することを推奨します。

0 -- no TCP reassembly, if packet has data, search it in the order received.
1 -- loose reassembly, wait for ACK from recv, but if session expires search queued
     segments anyway. 
2 -- strict reassembly, wait for ACK from recv.

IP フラグメン トの再組み立て

IDSM は、分割された IP データグラムを組み立て直すことができます。この機能は、IP フラグ
メントに依存して IDS を破ろうとする技法に対抗するために取り入れられました。この機能を制
御する目的で、次のトークンが定義されています。

ReassembleFragments: IP fragment reassembly on/off. The default value is 1 (on). This 
capability should be enabled if TCP Stream reassembly is enabled (loose or strict).

ト ラブルシューティング
ここでは、IDSM のトラブルシューティングについて説明します。

現象 分割されたパケットで送信されたアタックに対して、IDSM がアラームを生成しない。

IDSM でフラグメンテーションの再組み立てが on に設定されているかどうかを確認します。
IDSM は NT または Solaris コンピュータと同様に、フラグメントを再組み立てします。

ほとんどのフラグメンテーションの状況では、IDSM はフラグメントを再組み立てし、アタック
に対するアラームを生成します。

アタッカーは、Linux でなければアタックが成功するために必要な順序にならないような方法で、
データをオーバーラップさせたフラグメントを送信することにより、IDSM からアタックを隠そ
うとする場合があります。このような場合、IDSM はアタックを表すアラームは生成しません
が、その代わりに 1203 Fragment Overlap アラームを生成します。

現象 シグニチャ 933 アラームが、100 % のパケット廃棄を報告する。 

IDSM の最新バージョンを実行しているかどうか確認してください。最新バージョンを使用して
いるにもかかわらずこの問題が発生する場合は、TAC に連絡してください。
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（注） 1 ～ 99 % のパケット廃棄は、IDSM のオーバーサブスクリプションによるものです。VACL キャプ
チャを使用している場合は、さらに多くのパケットのフィルタリングを行い、送信するパケットを
減らしてください。SPAN を使用している場合は、SPAN の対象となっているトラフィックを削減
するか、あるいは VACL キャプチャを使用してトラフィックをフィルタリングしてください。

現象 IDSM がスイッチに接続されているが、IDSM 前面パネルのステータス LED が消灯したま
まである。

スイッチのコンソールから IDSM の電源が切断されている可能性があります。スイッチで show module 
module_number コマンドを実行し、モジュールの電源がオンになっているか確認してください。スイッ
チで set module power up module_number コマンドを実行し、モジュールの電源をオンにしてください。

（注） Cisco IOS ソフトウェアの場合は、[no] power enable module_number コマンドを使用して電源のオ
ン / オフを切り換えます。

現象 ステータス LED は点灯するが、モジュールがオンラインにならない。

スイッチのコンソールからモジュールがディセーブルに設定されている可能性があります。ス
イッチで show module module_number コマンドを実行し、モジュールがイネーブルになっている
か確認してください。set module enable module_number コマンドを実行し、ディセーブルになっ
ているモジュールをイネーブルにします。

（注） Cisco IOS ソフトウェアには、set module enable/disable コマンドに対応するコマンドはありません。

モジュールがすでにイネーブルになっている場合は、スイッチで reset module_number コマンドを
実行し、モジュールをリセットしてください。モジュールが 5 分以内にオンラインにならない場
合は、set module power down module_number コマンドおよび set module power up module_number
コマンドを実行し、スイッチから IDSM の電源をオフにし、再びオンにしてください。

（注） 極端な場合、IDSM をオンラインにするために、3 回続けてリセットを実行しなければならない
こともあります。続けてリセットを行う場合は、モジュールがオフラインであることが表示され
てから、次のリセットを実行してください。リセットを 3 回続けて実行してもモジュールがオン
ラインにならない場合は、TAC に連絡してください。

現象  IDSM が診断プログラムを開始したが、診断テストで不合格になった。

次のようなエラー メッセージが表示されます。

6009-2> (enable) 2001 Nov 13 23:21:09 %SYS-3-SUP_OSBOOTSTATUS:NetBoost Diagnostics Failed
6009-2> (enable) 2001 Nov 13 23:21:21 %SYS-3-MOD_FAIL:Module 9 failed to come online

reset module_number コマンドを実行し、スイッチのコンソールから IDSM をリセットしてください。 

IDSM をリセットしても問題が解決されない場合は、次の方法を試してください。

• スイッチ全体をリセットします。

• スイッチのスロットから IDSM を取り外し、別のスロットに差し込みます。

IDSM をリセットし、スイッチ全体をリセットし、また IDSM を別のスロットに差し込んでも診
断テストで不合格になる場合は TAC に連絡してください。
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（注） Cisco IOS ソフトウェアの場合は、hw-module module-number reset コマンド使用してモジュールを
リセットします。

現象 （Telnet を使用して、あるいはスイッチ コンソールから IDSM へログインする session コマ
ンドを使用して）IDSM にログインし、そのルータに対して ping を実行したり、別のシステムか
ら IDSM 制御ポートに対して ping を実行したりした後、IDSM のコマンドおよび制御ポート

（ポート 2）と通信することができない。

IDSM にログインし、show configuration コマンドを使用して、IP アドレス、マスク、および
ゲートウェイの設定が正しいかどうかを調べてください。設定値に問題がない場合は、スイッチ 
コマンドの show port module_number/2 を実行し、制御ポートが正しい VLAN に属しているかど
うかを確認してください（IDSM はゲートウェイと同じ VLAN 上になければなりません）。

（注） Cisco IOS ソフトウェアの場合は、show interfaces Gigabitethernet slot_number/port_number コマン
ドを使用します。

制御ポートが正しい VLAN に属していない場合は、set vlan vlan_number module_number/2 コマン
ドを実行し、制御ポートを正しい VLAN に設定してください。show spantree module_number/2
コマンドを使用して、制御ポートがスパニングツリーに追加されたことを確認します。ポートが
リスニング ステートまたはラーニング ステートになっている場合は、ポートがフォワーディン
グ ステートになるまで繰り返し show spantree コマンドを実行してから、制御ポートに対して
ping を実行します。ポートが未接続状態の場合は、モジュールをリセットしてください。

（注） Cisco IOS ソフトウェアの場合は、show spanning-tree コマンドを使用します。

ゲートウェイへの ping は通っても、他の VLAN 上のシステムにアクセスできない場合は、
traceroute コマンドを使用して、ゲートウェイの設定値を確認してください。

現象 ids-installer を使用してソフトウェアをアップグレードできない。

IDSM にログインし、show configuration コマンドで IP アドレス、マスク、およびゲートウェイの設
定値を確認することにより、コマンドおよび制御ポートを検証します。設定値に問題がない場合は、
スイッチ コマンドの show port module_number/2 を実行し、制御ポートが正しい VLAN に属してい
るかどうかを確認してください（IDSM はゲートウェイと同じ VLAN 上になければなりません）。

（注） IDSM をメンテナンス パーティションから起動している場合は、診断コマンドの ids-installer 
netconfig /view を show configuration の代わりに使用して、IP アドレス、マスク、およびゲート
ウェイの設定値を確認します。

制御ポートが正しい VLAN に属していない場合は、set vlan vlan_number module_number/2 コマン
ドを実行し、制御ポートを正しい VLAN に設定してください。show spantree module_number/2
コマンドを使用して、制御ポートがスパニングツリーに追加されたことを確認します。ポートが
リスニング ステートまたはラーニング ステートになっている場合は、ポートがフォワーディン
グ ステートになるまで繰り返し show spantree コマンドを実行してから、制御ポートに対して
ping を実行します。ポートが未接続状態の場合は、モジュールをリセットしてください。 

ping コマンド、traceroute コマンド、またはその両方を使用して、アップデート ファイルが保存
されている FTP サーバに接続できるかどうかを確認します。正常に接続された場合は、Telnet を
使用して、FTP サーバに使用するログイン名およびパスワードが有効かどうかを確認します。
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FTP サーバ上のファイルに有効な名前が与えられているかどうかを確認します。一部の Windows 
FTP プログラムは、別のシステムにファイルを転送するときに、ファイル名の中のピリオドを下
線に置換します。FTP サーバ上のファイルの名前は、1.2(3)S4.xyz の形式になっていなければなり
ません。ファイル名が 1_2(3)S4.xyz の形式になっている場合は、ids-installer を正常に動作させる
ために、FTP サーバ上で元の 1.2(3)S4.xyz の形式に名前を変更する必要があります。

/directory= switch のパラメータをよく調べます。Telnet または他の手段で、そのディレクトリに
IDSM ファイルが置かれていることを確認します。さらに、ディレクトリパスがシングル クォー
テーションで囲まれていることを確認します。

/prefix= switch のパラメータをよく調べます。プレフィクスは、アプリケーション パーティショ
ン イメージの場合は IDSM-a-1.2(3)S4、メンテナンス パーティション イメージの場合は
IDSM-m-1.2(3) の形式になっていなければなりません。

現象 IDSM が Director と通信できない。

メンテナンス（hdd:2）パーティションではなく、アプリケーション（hdd:1）パーティションで
IDSM を起動したことを確認します。スイッチ コマンドの show version module_number を使用し
て、モジュールで実行中のソフトウェアのバージョンを表示します。アプリケーション パーティ
ションの場合は、2.5(1)S1 のように、[S] の文字と番号によってシグニチャのアップデート バー
ジョンが表示されますが、メンテナンス パーティションの場合は、2.5(0) のように、シグニチャ 
アップデート バージョンが含まれません。スイッチで show boot module_number コマンドを実行
し、IDSM のデフォルトのブート デバイスを確認します（ブート ストリングがヌルの場合は、ア
プリケーション パーティションが起動されます）。

前述の「IDSM のコマンドおよび制御ポート（ポート 2）と通信できない」というトラブル
シューティング項目を参照し、IDSM が外部と通信できるかどうかを確認します。

IDSM にログインし、show configuration コマンドを使用して、Director の設定値を確認します。 

現象 IDSM がアラームをまったく生成しない。

IDSM のモニタ ポート（ポート 1）がトラフィックを受信しているかどうかを確認します。トラ
フィックを受信するには、ポート 1 が SPAN の宛先であるか、またはセキュリティ VACL キャ
プチャ宛先ポートでなければなりません。

セキュリティ VACL キャプチャの場合、VACL を適切に指定してコミットし、VLAN に割り当
てておかなければなりません。セキュリティ VACL キャプチャ トラフィックを受信するには、
さらに、IDSM のポート 1 が適切な VLAN（1 つまたは複数）に含まれていなければなりません。
スイッチ トラフィックをモニタする IDSM の設定例については、「1 台のスイッチ上で複数の
IDSM を設定する場合」（p.51）および「IDS の設定例」（p.51）を参照してください。

show top pkts コマンドを使用して、ポート 1 に届くトラフィックの量をモニタします。トラ
フィックが IDSM のモニタ ポートに送信されているが、IDSM がアラームを生成しない場合は、
Cisco IDS Director のマニュアルを参照して、さらにトラブルシューティングを続けてください。

（注） show top pkts コマンドを使用できるのは、Catalyst ソフトウェアだけです。

（注） モニタ ポートの使用率は計算されないため、show top コマンドではなく show top pkts コマンド
を使用する必要があります。IDSM のモニタ ポートが show top pkts コマンドの出力に含まれてい
ない場合は、コマンドの末尾に、スイッチの show top pkts  total number of ports のポート総数以
上の値を追加し、出力にモニタ ポートが含まれるようにします。
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用語集
IDSM の CLI で show ip traffic コマンドを使用すると、モニタ ポートの統計情報で、キャプチャ
されたパケット数を調べることもできます。IDSM CLI の診断モードで diag resetcount コマンド
を使用し、カウンタをゼロにリセットします。さらに、show ip traffic コマンドを使用して、モ
ニタ ポートがトラフィックを認識しているかどうか、アラームが生成されているかどうかを調べ
ます。調べる行は、[IP Packets: 9742] および [pktd alarms recv: 946] です。

モニタ ポートがトラフィックを認識していて、かつアラームが生成されている場合は、IDSM に
よってアラームがローカルで記録されているかどうかを確認します。 

（注） IDSM でロギングがイネーブルになっていることを確認してください。 

show event current コマンドを実行します。現在のログ ファイル内のアラームが表示されます。
アラームがすべてレベル 1 またはレベル 2 の場合は、IDS Director または CSPM には表示されま
せん。IDS Director OpenView マップは、レベル 3 以上のアラームだけを表示するように設計され
ています。デフォルトでは、CSPM はレベル 3 以上のアラームだけを Event Viewer に転送するよ
うに IDSM を設定します。

用語集
ここでは、Cisco IDS で使用する用語について説明します。

数字

3DES トリプル Data Encryption Standard（DES; データ暗号化規格）。DES をより
強化したバージョンであり、SSH v.1 のデフォルトの暗号化方式です。

A

AAA Authentication, Authorization, and Accounting：ユーザによるルータまたは
PIX ファイアウォールへのログインを制御するための Cisco IOS ソフト
ウェアおよび PIX ファイアウォール コマンドです。

ACE Access Control Entry：アクセス制御エントリ。特定のアドレスまたはプロ
トコルの動作を指定するための ACL のエントリです。

ACK 何らかのイベント（たとえばメッセージの受信など）が発生したことを確認応答
するために、1 台のネットワーク デバイスが他のデバイスへ送信する通知です。

ACL Access Control List：アクセス制御リスト。サービスへのアクセスの許可お
よび拒否を制御するリストです。使用できるサービスを、そのサービスの
使用を許可するホストとともに設定します。

C

CA Certification Authority：認証権限者。デジタル認証（特に X.509 認証）を発
行し、認証のデータ項目間のバインディングを保証するエンティティです。

CA 認証 別の CA がひとつの CA に発行した認証。

C & C Command and Control：コマンドおよび制御。管理を行う Sensor 上のネット
ワーク インターフェイスを示します。
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用語集
CiscoFusion 最新のルーティング技術によるスケーラビリティ、安定性、およびセキュリ
ティといった利点を、ATM および LAN スイッチングによるパフォーマンス
上の利点、および VLAN による管理上の利点と「融合」した、シスコのイン
ターネットワーキング アーキテクチャです。Cisco IOS ソフトウェアを参照。

Cisco IOS ソフ ト

ウェア

Cisco Internetworking Operating System：CiscoFusion アーキテクチャに基づく全
製品について、共通の機能、スケーラビリティ、およびセキュリティを提供
するシスコシステムズのソフトウェアです。Cisco IOS ソフトウェアにより、
インターネットワークのインストレーションおよび管理を集中的、統合的、
かつ自動的に行うことができ、広範囲のプロトコル、メディア、サービス、
およびプラットフォームを確実にサポートできます。CiscoFusion を参照。

Cisco Secure Policy 
Manager

CSPM は、スケーラブルで総合的なセキュリティ ポリシー管理システムで
す。

D

DES Data Encryption Standard：データ暗号化規格。アルゴリズムではなく 56
ビット キーを基盤とする、強力な暗号化方式。

Director Director は、UNIX ベースの IDS マネージャです。1 つの Director で Sensor
グループの管理およびモニタができるので、セキュリティ担当者は中央の
コンソール上でネットワークの安全を管理できます。

DNS Domain Name System：ドメイン ネーム システム。インターネット全体に
おけるホスト名と IP アドレスの対応関係です。DNS によって、人間が読
める形式の名前を、ネットワーク パケットに必要な IP アドレスに変換す
ることが可能になります。

DoS Denial of Service：サービスの拒絶。サービス妨害攻撃は、特定のシステム
またはネットワークの動作を妨害することを目的としたアタックです。

H

HTTP Hypertext Transfer Protocol：Web サイトが Web ユーザに情報を伝達するた
めに使用する標準プロトコルです。デフォルトでは、このプロトコルは
TCP ポート 80 を使用します。

HTTPS 標準 HTTP プロトコルの機能を拡張したものであり、Web サイトからのト
ラフィックを暗号化することによって機密性を提供します。デフォルトで
は、このプロトコルは TCP ポート 443 を使用します。

I

ICMP Internet Control Message Protocol：IP パケット処理に関連するエラーおよび
その他の情報を提供するネットワーク レイヤ インターネット プロトコル
です。RFC 792 に記述されています。

IDM Intrusion Detection System Device Manager：Sensor 用の Web ベースのデバイス 
マネージャです。IDM は、基本的な設定機能および管理機能を提供します。 

IDS MC IDS Sensor の管理センターです。Web ベースの IDS マネージャは、最大
300 個の Sensor についてコンフィギュレーションを管理できます。 
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用語集
IDV Intrusion Detection System Device Viewer：IDV は、基本的なモニタ機能およ
びレポート機能を提供して Web ベース IDM を補強します。 

IETF Internet Engineering Task Force：インターネット規格の策定を担当する 80
以上のワーキング グループで構成されます。IETF は ISOC の後援によっ
て運営されています。

Intrusion Detection

（侵入検知）

システム リソースへの不正アクセスの試みを発見し、リアルタイムまた
はリアルタイムに近い状態で警告を与えるため、システムのイベントをモ
ニタし、解析するセキュリティ サービスです。

IPSec IP Security Protocol：IP セキュリティ プロトコル。加入ピア間でのデータの
機密保護、データ整合性、およびデータ認証を提供するオープン規格のフ
レームワークです。IPSec はこれらのセキュリティ サービスを IP レイヤで
提供します。IPSec は、IKE を使用して、ローカル ポリシーに基づくプロト
コルおよびアルゴリズムのネゴシエーションを処理し、IPSec が使用する暗
号化キーおよび認証キーを生成します。IPSec を使用して、ホスト相互間、
セキュリティ ゲートウェイ相互間、およびセキュリティ ゲートウェイとホ
スト間で、1 つまたは複数のデータフローを保護することができます。

IP アドレス TCP/IP を使用するホストに割り当てられた 32 ビットのアドレスです。IP アド
レスは、5 つのクラス（A、B、C、D、E）のいずれかひとつに属し、ピリオド
で区切られた 4 オクテット（ドット付き 10 進フォーマット）で表記されます。
各アドレスは、ネットワーク番号、省略可能なサブネットワーク番号、および
ホスト番号で成り立ちます。ルーティングにはネットワーク番号およびサブ
ネットワーク番号が使用され、ネットワークまたはサブネットワーク内部での
個々のホストの指定にはホスト番号が使用されます。サブネット マスクは、IP
アドレスからネットワークおよびサブネットワークの情報を抽出します。 

IP スプーフ ィング IP スプーフィング アタックは、ネットワーク外部のアタッカーが、その
ネットワークの IP アドレス範囲に含まれる IP アドレスを使用することに
よって、またはネットワーク上の特定リソースへのアクセスを許可されて
いる外部の IP アドレスを使用することによって、信頼されるユーザにな
りすますことを意味します。IPSec セキュリティ パラメータにアクセスし
たアタッカーは、企業ネットワークへの接続が許可されているリモート 
ユーザを偽装する可能性があります。

ISOC Internet Society：インターネットの発展と利用の促進を目的として、1992
年に設立された国際的な非営利組織です。ISOC は、IAB など他のイン
ターネット関連組織にも権限を移譲しています。 ISOC の本拠地は米国
バージニア州レストンにあります。

M

managed ネットワーク デバイス（ルータおよびパケット フィルタ）の管理および
モニタを実行するサービスです。

MTU Maximum Transmission Unit：最大伝送ユニット。ネットワーク セグメント
が処理できる最大のパケット容量を表します。パケットが MTU より大きい
場合、送信側のホストはそのパケットを複数のフレームに分割してから
ネットワーク経由で伝送し、宛先ホストでフレームの再構築が行われます。
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用語集
N

nrConfigure IDS Director が使用するリモート Sensor の集中的なコンフィギュレーショ
ン管理を行う、Java ベースのツールです。

NSDB Network Security Database：ネットワーク セキュリティ データベース。セ
キュリティ情報のデータベースであり、IDS が使用するシグニチャと、こ
れらのシグニチャの根拠となっている脆弱性の説明が含まれています。

P

packetd 侵入検知を実施するサービスです。Sensor がネットワークから直接パケッ
トをキャプチャする場合、packetd を使用します。 

PIX ファイアウォー

ル

Private Internet Exchange ファイアウォール。ネットワーク間のアドレスお
よびポートのブロック / イネーブルを設定できるシスコのネットワーク セ
キュリティ デバイスです。

postoffice ネットワーク全体において IDS サービス相互間の通信のメンテナンスを行
う独自仕様プロトコルです。

R

RPC Remote-Procedure Call：リモート プロシージャ コール。クライアント /
サーバ コンピューティングの技術的な基盤です。RPC は、クライアントに
よって作成または指定され、サーバによって実行されるプロシージャ コー
ルです。コールの結果はネットワーク経由でクライアントに戻されます。 

RSA 技術の発案者である Rivest、Shamir、Adelman を表す略語です。暗号化お
よび認証に使用できる公開鍵暗号システムです。

S

SA Security Association：セキュリティ アソシエーション。データ フローに適用さ
れるセキュリティ ポリシーおよびキーイング マテリアルのインスタンスです。

Sensor Sensor は、侵入検知エンジンです。ネットワークのトラフィックを解析
し、不正動作の兆候を検出します。

Sensor フ ィデリテ ィ Sensor のフィデリティ（信頼度）が優れているのは、Sensor がフォールス 
ポジティブまたはフォールス ネガティブを行わず、トゥルー ポジティブ
およびトゥルー ネガティブだけを示し、良性トリガが最小限である場合
です。フィデリティを高くするために、シグニチャのスレッシュホールド
調整が必要になることもあります。

SPAN Switched Port Analyzer：スイッチド ポート アナライザ。既存のネットワーク ア
ナライザのモニタ機能を拡張し、スイッチド イーサネット環境で実行すること
ができる Catalyst 6500 シリーズ スイッチの機能です。SPAN は 1 つのスイッチ
ド セグメント上のトラフィックを、あらかじめ定義した SPAN ポートにミラー
リングします。SPAN ポートに接続したネットワーク アナライザは、他のすべ
ての Catalyst スイッチド ポートからのトラフィックをモニタできます。
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用語集
SPI セキュリティ パラメータ インデックス。受信側で SA を個別に識別するため
の 32 ビット エンティティです。値の範囲は 0x100 ～ 0xffff ffff（数値）です。

SSH Secure Shell：リモート セキュア C&C インターフェイスを提供するユーティ
リティです。リモート ユーザが Sensor に接続するネットワーク上にプレーン
テキストのユーザ名またはパスワードを公開せずに、Sensor を設定できます。

SSL Secure Socket Layer：E コマース用のクレジットカード番号の送信など、
Web 上で保護されたトランザクションを実行するための暗号化技術です。

SYN フラッ ド サービス妨害攻撃の一種であり、実装されているプロトコルで処理できな
いほど大量の TCP SYN パケット（接続の開始時に使用されるシーケンス
番号の同期化要求）をホストに送信します。

sysconfig-sensor Sensor を初期化し、Sensor と IDS Manager との間の通信を設定するプログラムです。

T

TACACS Terminal Access Controller Access Control System：DDN コミュニティが開発
した認証プロトコルで、リモート アクセス認証およびイベント ロギング
などの関連サービスを提供します。ユーザ パスワードが個々のルータで
はなく中央データベースで管理されるので、簡単に拡張できるネットワー
ク セキュリティ ソリューションとして使用されています。 

TACACS+ Terminal Access Controller Access Control System Plus：シスコの独自仕様に
よる TACACS の拡張バージョンです。認証、許可、アカウンティングに
ついて追加サポートが提供されています。

TCP Transmission Control Protocol：伝送制御プロトコル。信頼性の高い全二重
データ伝送を行う、コネクション型のトランスポート レイヤ プロトコル
です。TCP は、TCP/IP プロトコル スタックの一部分です。 

Telnet TCP/IP プロトコル スタックの標準端末エミュレーション プロトコルです。
Telnet はリモート端末接続に使用されます。ユーザはリモート システムに
ログインし、ローカル システムに接続しているのと同様に、リモートの
リソースを使用できます。Telnet は RFC 854 に定義されています。

TLS Transport Layer Security：SSL に代わる今後の IETF プロトコルです。

U

UDP User Datagram Protocol：TCP/IP プロトコル スタックのコネクションレス トランス
ポート レイヤ プロトコルです。UDP は、確認応答または配信保証のないデータグ
ラム交換を行う単純なプロトコルであり、エラー処理および再送信については他
のプロトコルで処理する必要があります。UDP は RFC 768 に定義されています。

V

VACL VLAN ACL：スイッチを通過する（VLAN 内および VLAN 相互間の）全パ
ケットをフィルタリングする ACL です。セキュリティ ACL とも呼ばれます。

VLAN Virtual LAN：仮想 LAN。1 つの LAN を、異なるブロードキャスト ドメイ
ンに論理的に分割したものです。
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用語集
あ

アクティブ ACL デバイス管理（managed）によって作成および保守される ACL で、ルー
タの遮断インターフェイスに適用されます。

アタ ック （攻撃） 知的脅威により発生するシステム セキュリティに対する攻撃。セキュリ
ティ サービスを破り、システムのセキュリティ ポリシーに違反するため
に、（方法または技術において）故意に実行される知的動作を意味します。

アプリケーシ ョ ン 
パーティシ ョ ン

IDSM ハードディスク ドライブ上のパーティションで、IDS アプリケーション 
コードが含まれています。通常の環境で、このパーティションから起動します。
また、アプリケーション パーティションには診断ユーティリティおよびソフト
ウェア アップグレード ユーティリティが含まれていて、メンテナンス パーティ
ションのイメージをアップデートする際、このパーティションを使用します。

アラーム 進行中のネットワークの異常動作または潜在的なセキュリティの問題が存
在することを示すために内部で使用される IDS メッセージです。

暗号化 特定のアルゴリズムをデータに適用することにより、そのデータの外見を
変え、読む権限のない第三者に対してデータを解読不能にすることです。 

い

イメージ アップデー
ト

複数ファイル（1 つの .dat ファイルと 1 つまたは複数の .cab ファイル）を
使用して、IDSM のパーティション全体（Windows NT フォーマット）を
再フォーマットし、リライトするプロセスです。 

え

エンジン 特定のカテゴリで多数のシグニチャをサポートするよう設計された Sensor
のコンポーネントです。各エンジンに、シグニチャの作成または既存シグ
ネチャの変更を行うためのパラメータが含まれています。

エンタープライズ 
ネッ トワーク

企業内または他の組織における多数の主要ポイントを接続している大規模で多様なネッ
トワークのことです。プライベートに所有および保守されている WAN とは異なります。

こ

コンフ ィギュレー
シ ョ ン管理

Sensor のコンフィギュレーションをリモートで管理する、IDS マネージャ
の機能です。この機能により、ネットワークのセキュリティ担当者は、企
業全体にわたるすべての Sensor を集中的に管理できます。

さ

サービス パック 実行イメージです。目的のコンピュータ上にロードして実行すると、1 つま
たは複数の Sensor アプリケーション ファイルがアップデートされます。
サービスパックによって、Sensor ソフトウェアのマイナーアップデートを
定期的に行うことができます。システムに主要変更があった場合は、イ
メージ アップデートによりパーティション全体を更新する必要があります。

サイファ  キー 暗号化キーの値を表します。DES では、有効な暗号化キーは 16 バイトの 16 進値です。

サブシグニチャ 一般的なシグニチャをより細かく分割した場合の呼び方です。サブシグニ
チャは広範囲のシグニチャをより詳細に定義します。
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用語集
し

シグニチャ シグニチャはネットワーク情報を抽出し、一般的な侵入動作を示す規則
セットと突き合わせて比較します。

シグニチャ  アップ
デート

実行イメージです。目的のコンピュータ上にロードして実行すると、IDS
シグニチャ解析エンジンおよび NSDB が更新されます。IDS シグニチャ 
アップデートを実行すると、ウィルス スキャン プログラム上のウィルス
定義が更新されます。 

シグニチャ  インスペ
クタ

既知シグニチャの集合トラフィックを検査するサブシステムです。 

シャニング （遮断） シャニング（遮断）とは Sensor の 1 つの機能で、ネットワーク デバイス
を使用して、特定のネットワーク ホストまたはネットワーク全体へのエン
トリを拒否する機能を意味します。ブロッキングを参照。

侵入検知プランニン
グ ガイド

侵入検知テクノロジーの説明、および基本的な設計の考慮事項と実施例が
記載されています。

す

スレッシュホールド 最大または最小の許容条件を定義する上限値または下限値です。上限値を
超えるか、下限値に満たないと、アラームが送信されます。 

せ

正規表現 データ ストリームまたはファイル内に含まれる特定の文字シーケンスを検
索する方法を定義するためのメカニズムです。 

制御インターフェイ
ス

デバイス管理（managed）は、ネットワーク ルーティング デバイスとの
Telnet または SSH セッションを開始するとき、そのデバイスのいずれか 1
つのルーティング インターフェイスをリモート IP アドレスとして使用し
ます。これが制御インターフェイスです。

脆弱性 コンピュータまたはネットワークの 1 つまたは複数の属性により、そのコ
ンピュータまたはネットワーク上で悪用パターンが開始されやすい状態の
ことです。

セキュリテ ィ  モニタ セキュリティに関するモニタリング センターです。ネットワーク デバイ
スに関するイベント収集、表示、およびレポート機能を提供します。IDS 
MC とともに使用します。

た

対策 脅威、脆弱性、または攻撃を除去または防御し、これらに起因する障害を
最小限に抑え、これらを見つけて報告することにより、適切な対応がとら
れるようにする、脅威、脆弱性、および攻撃を削減するための動作、デバ
イス、手段、または技術のことです。
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用語集
て

デーモン / サービス デーモンまたはサービスは、ログ ファイルへの書き込み、IP トラフィッ
クの解析、イベントの処理といった特定の機能を実行します。

デバイス管理 ネットワーク デバイスと対話する Sensor の機能です。たとえば、この機
能を使用して、アタッカーを遮断するためにルータの ACL を動的に再設
定できます。デバイス管理は、managed サービスによって制御されます。

と

ト ゥルー ネガティブ 攻撃的でないトラフィックが検出されたとき、シグニチャが適用されない
状況です。

ト ゥルー ポジティブ 攻撃的なトラフィックが検出されたとき、シグニチャが適用される状況です。

ト ラフ ィ ッ ク解析 データフローから判断できる特性に基づいて情報を推定することです。暗
号化データまたは直接使用できないデータも対象になります。特性には、
送信元および宛先の識別と場所、データが存在すること、データ量、送信
頻度、送信の長さなどが含まれます。

に

認証 具体的にはハッシュキーの値で、通常は 32 バイトの 16 進値です。

ね

ネッ トワーク  デバイ

ス

ルータまたはパケット フィルタで、特に、Sensor を使用して不正接続を
遮断または切断するデバイスを意味します。

ふ

ファイアウォール ネットワークの境界線を保護するセキュリティ デバイスです。

フ ィルタ リング ルー

タ

セキュリティ ポリシーに基づいてデータ パケットの通過を選択的に阻止
するインターネットワーク ルータです。

フォールス ネガティブ 攻撃的なトラフィックが認められたにもかかわらず、シグニチャに適用さ
れない状況です。

フォールス ポジティブ シグニチャに誤って適用される状況です。 

ブロッキング （遮断） Sensor の 1 つの機能で、ネットワーク デバイスを使用して、特定のネッ
トワーク ホストまたはネットワーク全体へのエントリを拒否する機能を
意味します。

分割 （フラグメン

テーシ ョ ン）

IP フラグメンテーションとは、単一の IP パケットを、いずれもネット
ワークの最大伝送容量に満たない複数のセグメントに分割することです。

ま

マネージャ IDS Sensor を管理するノードです。IDS Director、CSPM、IDM、または
IDA MC があります。
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関連資料
関連資料
Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび CLI コマンドの詳細については、次のマニュアルを参照し
てください。

• 『Catalyst 6000 Family Software Configuration Guide』 

• 『Catalyst 6000 Family Command Reference』

• 『Catalyst 6000 Family IOS Command Reference』

• 『Catalyst 6000 Family IOS Software Configuration Guide』

ハードウェアの構成およびメンテナンス手順の詳細については、『Catalyst 6500 Series Module 
Installation Guide』を参照してください。

IDSM 3.0(5) のリリース ノートは、『Release Notes for the Catalyst 6000 Family Intrusion Detection 
System Module Software Release 3.0(5)』を参照してください。

Cisco IDS 製品については、次のマニュアルを参照してください。

• CSPM

– 『Release Notes for Cisco Secure Policy Manager Version 2.3.3i』 

– 『Release Notes for Cisco Secure Policy Manager Version 2.3.2i』 

– 『Release Notes for Cisco Secure Policy Manager 2.3.1i』 

– 『Cisco Secure Policy Manager Installation Guide, Version 2.3.1i』 

– 『Cisco Secure Policy Manager Solution Guide Series:Intrusion Detection System, Version 2.3.1i 』

– 『Release Notes for Cisco Secure Policy Manager Version 2.3i』 

め

メンテナンス パー

ティシ ョ ン

IDSM ハードディスク ドライブ上のパーティションで、診断およびソフト
ウェア アップグレードのユーティリティだけが含まれています。アプリ
ケーション パーティションの診断またはイメージ アップデートを実行す
る場合、このパーティションを起動します。

り

良性ト リガ シグニチャに正常に適用されたが、トラフィックの送信元には悪意がない
状況です。 

ろ

ロギング セキュリティ情報のロギングは、2 つのレベルで実行されます。イベント
（IDS コマンド、エラー、アラームなど）のロギング、および個々の IP
セッション情報のロギングです。
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マニュアルの入手方法
• IDS Director

– 『Cisco Intrusion Detection System Director for UNIX Configuration and Operations Guide Version 
2.2.3』

– 『Release Notes for Cisco Intrusion Detection System Director for UNIX Version 2.2.3』

• IDS Sensor

– 『Cisco Secure Intrusion Detection System Sensor Installation and Safety Note』

– 『Cisco Intrusion Detection Sensor Accessories Contents and Installation』

• IDS ソフトウェア Version 3.1

– 『Cisco Intrusion Detection System Sensor Configuration Note Version 3.1』 

– 『Cisco Intrusion Detection System Sensor Device Manager Configuration Note Version 3.1』 

– 『Cisco Intrusion Detection System Event Viewer Version 3.1』 

– 『Cisco Intrusion Detection System Sensor Getting Started Version 3.1』 

– 『Release Notes for Cisco Intrusion Detection System Sensor Version 3.1』 

– 『Cisco Intrusion Detection System Signature Engines Version 3.1』 

• IDS Host Sensor Version 2.0

– 『Cisco Intrusion Detection System Host Sensor User Guide』 

– 『Cisco Intrusion Detection System Host Sensor Quick Start』 

– 『Cisco Intrusion Detection System Host Sensor Registration』 

– 『Release Notes for Cisco Intrusion Detection System Host Sensor』

マニュアルの入手方法
ここでは、シスコ製品のマニュアルを入手する方法について説明します。

WWW

WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手することができます。

http://www.cisco.com 

http://www.cisco.com/jp

各国語版のマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Documentation CD-ROM

シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Cisco Documentation CD-ROM
パッケージでご利用いただけます。Documentation CD-ROM は毎月更新されるので、印刷資料よ
りも新しい情報が得られます。この CD-ROM パッケージは、単独または年間契約で入手するこ
とができます。
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テクニカル サポート
マニュアルの発注方法

シスコ製品のマニュアルは、次の方法でご発注いただけます。

• Cisco.com（Cisco Direct Customers）に登録されている場合、Networking Products MarketPlace
からシスコ製品のマニュアルを発注できます。 次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/cgi-bin/order/order_root.pl

• Cisco.com 登録ユーザの場合、Subscription Store からオンラインで Documentation CD-ROM を
発注できます。 次の URL にアクセスしてください。

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

• Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。 

テクニカル サポート
シスコシステムズでは、技術上のあらゆる問題の支援窓口として Cisco.com を運営しています。
お客様およびパートナーは、 Technical Assistance Center（TAC）Web サイトのオンライン ツール
からオンライン マニュアル、トラブルシューティングに関するヒント、およびコンフィギュレー
ション例を入手できます。Cisco.com にご登録済みのお客様は、TAC Web サイトで提供するすべ
てのテクニカル サポート リソースをご利用いただけます。 Cisco.com へのご登録については、製
品を購入された代理店へお問い合わせください。 

Cisco.com

Cisco.com は、いつでもどこからでも、シスコシステムズの情報、ネットワーキング ソリュー
ション、サービス、プログラム、およびリソースにアクセスできる対話形式のネットワーク サー
ビスです。 

Cisco.com は統合インターネット アプリケーションであり、優れた使いやすいツールとして、広
範囲の機能やサービスを通してお客様に次のような利点を提供します。

• 業務の円滑化と生産性の向上

• オンライン サポートによる技術上の問題の解決

• ソフトウェア パッケージのダウンロードおよびテスト
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テクニカル サポート
• シスコのトレーニング資料および製品の発注

• スキル査定、トレーニング、認定プログラムへのオンライン登録

個別対応の情報およびサービスをご希望の場合は、Cisco.com にご登録ください。Cisco.com に
は、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com 
http://www.cisco.com/jp

TAC

シスコの製品、テクノロジー、またはソリューションについて技術的な支援が必要な場合には、
TAC をご利用いただくことができます。TAC では、2 種類のサポートを提供しています。TAC 
Web サイトと TAC Escalation Center です。

TAC への問い合わせは、問題の緊急性に応じて分類されます。

• プライオリティ レベル 4（P4） ― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコン
フィギュレーションについて、情報または支援が必要な場合。

• プライオリティ レベル 3（P3） ― ネットワークのパフォーマンスが低下している。ネット
ワークが十分に機能していないが、ほとんどの業務運用は継続できる場合。

• プライオリティ レベル 2（P2） ― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下したため、業
務に重大な影響があるにもかかわらず、対応策が見つからない場合。

• プライオリティ レベル 1（P1） ― ネットワークがダウンし、すぐにサービスを回復しなけれ
ば業務に致命的な損害が発生するにもかかわらず、対応策が見つからない場合。

問題のプライオリティおよびサービス契約の内容に応じて、適切な TAC サービスを選択してく
ださい。

TAC Web サイ ト

P3 および P4 レベルの問題については、TAC Web サイトを利用して、お客様ご自身で問題を解決
し、コストと時間を節約することができます。このサイトでは各種のオンライン ツール、ナレッ
ジ ベース、およびソフトウェアを、いつでも必要なときに利用できます。TAC Web サイトには、
次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/tac

シスコシステムズとサービス契約を結んでいるお客様、パートナー、リセラーは、TAC Web サ
イトのすべてのテクニカル サポート リソースをご利用いただけます。TAC Web サイト にアクセ
スするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイ
ン ID またはパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行って
ください。

http://www.cisco.com/register/

Cisco.com 登録ユーザは、TAC Web サイトで技術上の問題を解決できなかった場合、TAC Case 
Open ツールのオンライン サービスを利用することができます。 TAC Case Open ツールの URL は
次のとおりです。

http://www.cisco.com/tac/caseopen

インターネットでアクセスする場合には、TAC Web サイトで P3 および P4 レベルの情報を参照
することをお勧めします。
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テクニカル サポート
Japan TAC Web サイ ト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のド
キュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスし
てください。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サ
イトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。
ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行っ
てください。

http://www.cisco.com/jp/register/

TAC Escalation Center

TAC Escalation Center では P1 および P2 レベルの問題に対応しています。これらのレベルに分類
されるのは、ネットワークの機能が著しく低下し、業務の運用に重大な影響がある場合です。
TAC Escalation Center にお問い合わせいただいた P1 または P2 の問題には、TAC エンジニアが対
応します。

TAC フリーダイヤルの国別電話番号は、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

ご連絡に先立って、お客様が契約しているシスコ サポート サービスがどのレベルの契約となっ
ているか（たとえば、SMARTnet、SMARTnet Onsite、または Network Supported Accounts [NSA;
ネットワーク サポート アカウント ] など）、お客様のネットワーク管理部門にご確認ください。
また、お客様のサービス契約番号およびご使用の製品のシリアル番号をお手元にご用意くださ
い。

この資料は、「関連資料」 に記載されているマニュアルと併せてご利用ください。

CCIP、Cisco Arrow のロゴ、Cisco Powered Network マーク、Cisco Systems Verified のロゴ、Cisco Unity、Follow Me Browsing、FormShare、iQ 
Breakthrough、iQ Expertise、iQ FastTrack、iQ のロゴ、iQ Net Readiness Scorecard、Networking Academy、ScriptShare、SMARTnet、TransPath、
Voice LAN は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn、Discover All That’ s Possible、The Fastest Way 
to Increase Your Internet Quotient、iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービスマークです。Aironet、ASIST、BPX、Catalyst、CCDA、

CCDP、CCIE、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco IOS のロゴ、Cisco Press、Cisco Systems、
Cisco Systems Capital、Cisco Systems のロゴ、Empowering the Internet Generation、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherSwitch、Fast Step、
GigaStack、Internet Quotient、IOS、IP/TV、LightStream、MGX、MICA、Networkers のロゴ、Network Registrar、Packet、PIX、Post-Routing、
Pre-Routing、RateMUX、Registrar、SlideCast、StrataView Plus、Stratm、SwitchProbe、TeleRouter、VCO は、米国および一部の国における

Cisco Systems, Inc. または関連会社の登録商標です。 

このマニュアルまたは Web サイトで言及している他の商標はいずれも、それぞれの所有者のものです。 「パートナー」という用語を使用

していても、シスコシステムズと他社とのパートナー関係を意味するものではありません。（0208R）
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