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このマニュアルについて
ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連製品やサービスに関する詳細の入手方法について
説明します。
この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「対象読者」（P.xxvii）
• 「目的」（P.xxvii）
• 「表記法」（P.xxviii）
• 「関連資料」（P.xxviii）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xxix）

対象読者
このマニュアルは、次のタスクを実行するネットワーク マネージャを対象としています。

• ネットワーク セキュリティの管理
• ファイアウォールのインストールおよび設定
• デフォルト ルート、スタティック ルート、TCP サービス、および UDP サービスの管理

目的
このマニュアルでは、Catalyst 6500 スイッチおよび Cisco 7600 ルータでサポートされている単一幅の
サービス モジュール、FWSM（Firewall Services Module）をコマンドライン インターフェイスを使用
して設定する方法および手順について説明します。FWSM はお使いのネットワークを不正使用から守
ります。このマニュアルは、すべての機能を網羅しているわけではなく、ごく一般的なコンフィギュ
レーションの事例を紹介しています。

Web ベースの GUI アプリケーションである ASDM を使用して、FWSM を設定したり、モニタしたり
することもできます。ASDM には、一般的なコンフィギュレーション シナリオに基づいて誘導するコ
ンフィギュレーション ウィザードと、あまり一般的でないシナリオ向けのオンライン ヘルプがありま
す。詳細については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/tsd_products_support_series_home.html
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表記法
FWSM のコマンド構文の説明には、次の表記法を使用しています。
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

• 波カッコ（{ }）は、選択すべき必須の要素を示します。
• 角カッコ（[ ]）は、省略可能な要素を示します。
• 縦線（ | ）は、二者択一、つまりどちらか一方を選択する要素を区切ります。
• 記載されているとおりに入力するコマンドおよびキーワードは、太字で示しています。
• ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
例を挙げて説明する場合は、次の表記法を使用しています。

• 画面に表示される情報は、screen フォントで示しています。
• ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで示しています。
• ユーザが値を指定する変数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
• 例には、異なるプラットフォームでの出力結果が含まれることがあります。たとえば、ご使用のプ
ラットフォームでは使用できないために、例に表示されるインターフェイス タイプを認識できな
い場合があります。相違点は軽微なものになっています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

モード、プロンプト、および構文の詳細については、付録 C 「コマンドライン インターフェイスの使
用方法」を参照してください。

関連資料
FWSM のマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2706/ps4452/tsd_products_support_model_home.
html
ASDM のマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/tsd_products_support_series_home.html
詳細については、次の資料を参照してください。

• 『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command
Reference』
• 『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module System Log
Messages』
• 『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Installation
and Verification Note』
• 『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Release
Notes』
• 『Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モ
ジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）』
• 『Release Notes for Cisco ASDM』

xxviii
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• 『Open Source Software Licenses for FWSM』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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クイック スタート手順
ここでは、FWSM をルーテッド モードまたはトランスペアレント モードで動作させるために最小限必
要な設定について説明します。

• 「ルーテッド ファイアウォールの最小設定手順」（P.xxxi）
• 「トランスペアレント ファイアウォールの最小限の設定手順」（P.xxxii）

ルーテッド ファイアウォールの最小設定手順
FWSM をルーテッド モードで設定する手順は、次のとおりです。
作業

説明

ステップ 1 「ファイアウォール サービス モジュールへの VLAN の割 FWSM がスイッチ上でトラフィックを送受信できる
り当て」（P.2-4）
ように、スイッチ上で FWSM に VLAN を割り当て
る必要があります。
ステップ 2 （場合によって必要）「MSFC へのスイッチ仮想インター
フェイスの追加」（P.2-6）

MSFC を使用して、FWSM に割り当てられた
VLAN 間でルーティングを行う場合は、この作業が

ステップ 3 「ファイアウォール サービス モジュール への接続」
（P.3-1）

スイッチの CLI から FWSM とのセッションを開始
すると、FWSM の CLI にアクセスできます。

ステップ 4 （場合によって必要、マルチコンテキスト モード限定）
「マルチ コンテキスト モードのイネーブル化とディセー
ブル化」（P.4-10）

マルチコンテキスト モードを使用するが、FWSM が
マルチコンテキスト モード用にまだ設定されていな
い場合、またはシングル モードに戻す場合、この作
業が必要です。

必要です。

ステップ 5 （マルチコンテキスト モード限定）「セキュリティ コンテ セキュリティ コンテキストを追加します。
キストの設定」（P.4-27）
ステップ 6 （マルチコンテキスト モード限定）「コンテキストとシス
テム実行スペースの切り替え」（P.4-31）

システム実行スペースで必要な設定およびコンテキ
スト内で必要な設定があるので、コンテキストとシ
ステム実行スペース間の切り替え方法を理解する必
要があります。

ステップ 7 「ルーテッド ファイアウォール モードのインターフェイ
スの設定」（P.6-2）

各 VLAN インターフェイスについて、名前（内部ま
たは外部）、セキュリティ レベル、および IP アドレ
スを設定する必要があります。

ステップ 8 「デフォルト ルートの設定」（P.8-4）

アップストリーム ルータへのデフォルト ルートを作
成します。
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xxxi

クイック スタート手順

作業
ステップ 9

説明

マルチコンテキスト モードで使用できるルーティン
グ方式は、スタティック ルーティングとスタブ BGP
• 「スタティック ルートの設定」（P.8-3）
だけです。シングル モードでは、スタティック、ス
• 「BGP スタブ ルーティングの設定」（P.8-10）
タブ BGP、RIP、EIGRP、または OSPF を選択でき
• （シングルコンテキスト モード限定）「OSPF の設定」 ます。

次のいずれかの方法によるルーティングの設定

（P.8-12）

• （シングルコンテキスト モード限定）「EIGRP の設
定」（P.8-25）
• （シングルコンテキスト モード限定）「RIP の設定」
（P.8-24）
ステップ 10 （場合によって必要）次の NAT 方式から 1 つまたは複数
を使用

プライベート アドレスを使用する場合、またはセ
キュリティを強化する場合は、NAT を設定します。

• 「ダイナミック NAT および PAT の使用方法」
（P.16-20）
• 「スタティック NAT の使用方法」（P.16-30）
• 「スタティック PAT の使用方法」（P.16-32）
ステップ 11 「拡張 ACE の追加」（P.13-8）

トラフィックが FWSM を通過するには、トラフィッ
クを許可するアクセス リストを事前に作成しておく
必要があります。

ステップ 12 「アクセス リストのインターフェイスへの適用」
（P.15-4） アクセス リストをインターフェイスに適用します。

トランスペアレント ファイアウォールの最小限の設定手順
FWSM をトランスペアレント モードで設定する手順は、次のとおりです。
作業

説明

ステップ 1 「ファイアウォール サービス モジュールへの VLAN の割 FWSM がスイッチ上でトラフィックを送受信できる
り当て」（P.2-4）
ように、スイッチ上で FWSM に VLAN を割り当て
る必要があります。
ステップ 2 （場合によって必要）「MSFC へのスイッチ仮想インター
フェイスの追加」（P.2-6）

MSFC を使用して、FWSM に割り当てられた
VLAN 間でルーティングを行う場合は、この作業が

ステップ 3 「ファイアウォール サービス モジュール への接続」
（P.3-1）

スイッチの CLI から FWSM とのセッションを開始
すると、FWSM の CLI にアクセスできます。

ステップ 4 （場合によって必要、マルチコンテキスト モード限定）
「マルチ コンテキスト モードのイネーブル化とディセー
ブル化」（P.4-10）

マルチコンテキスト モードを使用するが、FWSM が
マルチコンテキスト モード用にまだ設定されていな
い場合、またはシングル モードに戻す場合、この作
業が必要です。

必要です。

ステップ 5 （マルチコンテキスト モード限定）「セキュリティ コンテ セキュリティ コンテキストを追加します。
キストの設定」（P.4-27）
ステップ 6 （マルチコンテキスト モード限定）「コンテキストとシス
テム実行スペースの切り替え」（P.4-31）

xxxii

システム実行スペースで必要な設定およびコンテキ
スト内で必要な設定があるので、コンテキストとシ
ステム実行スペース間の切り替え方法を理解する必
要があります。
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クイック スタート手順

作業

説明

ステップ 7 「トランスペアレント ファイアウォール モードまたは
ルーテッド ファイアウォール モードの設定」（P.5-18）

値を設定する前に、ファイアウォールのモードをト
ランスペアレント モードに設定する必要がありま
す。モードを変更すると、設定が消去されます。マ
ルチコンテキスト モードでは、各コンテキストで
モードを設定します。

ステップ 8 「通過するトラフィックのトランスペアレント ファイア
ウォール インターフェイスの設定」（P.6-6）

各 VLAN インターフェイスについて、名前（内部ま
たは外部）、セキュリティ レベル、およびブリッジ
グループを設定する必要があります。

ステップ 9 「IP アドレスのブリッジ グループへの割り当て」（P.6-7） 各ブリッジ グループに IP アドレスを割り当てます。
ステップ 10 「デフォルト ルートの設定」（P.8-4）

管理トラフィックを戻すために、アップストリーム
ルータへのデフォルト ルートを作成します。

ステップ 11 「拡張 ACE の追加」（P.13-8）

トラフィックが FWSM を通過するには、トラフィッ
クを許可するアクセス リストを事前に作成しておく
必要があります。

ステップ 12 「アクセス リストのインターフェイスへの適用」
（P.15-4） アクセス リストをインターフェイスに適用します。
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P ART

1

準備と一般情報

C H A P T E R

1

FWSM について
FWSM は、Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載する、高性能で
コンパクトなステートフル ファイアウォール モジュールです。
ファイアウォールは、外部ネットワーク上のユーザによる不正アクセスから内部ネットワークを保護し
ます。ファイアウォールを使用すると、たとえば、人事ネットワークとユーザ ネットワークを切り離
しておくなどといった形で、内部ネットワーク相互間の保護も実現できます。Web サーバまたは FTP
サーバなど、外部のユーザが使用できるようにする必要のあるネットワーク リソースがあれば、ファ
イアウォールで保護された別のネットワーク（非武装地帯（DMZ）と呼ばれる）上に配置します。
ファイアウォールは DMZ への限定的なアクセスを認めますが、DMZ にあるのはパブリック サーバだ
けなので、攻撃を受けても影響を受けるのはサーバだけであり、他の内部ネットワークに影響はありま
せん。また、特定アドレスだけに許可する、認証または認可を義務づける、または外部の URL フィル
タリング サーバと協調するといった手段によって、内部ユーザが外部ネットワーク（インターネット
など）にアクセスする機会を制御することもできます。

FWSM にはマルチセキュリティ コンテキスト（仮想ファイアウォールに類似）、トランスペアレント
（レイヤ 2）ファイアウォールまたはルーテッド（レイヤ 3）ファイアウォール動作、何百ものインター
フェイス、およびその他の最先端の機能が多数組み込まれています。
ファイアウォールに接続されているネットワークに言及する場合、外部ネットワークはファイアウォー
ルの手前にあるネットワーク、内部ネットワークはファイアウォールの背後にある保護されているネッ
トワーク、DMZ はファイアウォールの背後にあるが、外部ユーザに制限付きのアクセスが許されてい
るネットワークです。FWSM を使用すると、数多くのインターフェイスに対してさまざまなセキュリ
ティ ポリシーが設定できます。このインターフェイスには、多数の内部インターフェイス、多数の
DMZ、および必要に応じて多数の外部インターフェイスが含まれるため、ここでは、このインター
フェイスの区分は一般的な意味で使用するだけです。
この章では、次の内容について説明します。

• 「新機能」（P.1-2）
• 「セキュリティ ポリシーの概要」（P.1-3）
• 「スイッチにおける ファイアウォール サービス モジュール の動作」（P.1-5）
• 「ファイアウォール モードの概要」（P.1-7）
• 「ステートフル インスペクションの概要」（P.1-8）
• 「セキュリティ コンテキストの概要」（P.1-9）
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新機能

新機能
表 1-1 に FWSM Version 4.1(1) の新機能を示します。
表 1-1

FWSM Version 4.1(1) の新機能

機能

説明

プラットフォーム機能

プライマリおよびセカ
ンダリ ブレードの個別
のホスト名の使用

プライマリおよびセカンダリ FWSM に個別のホスト名を設定できます。セカンダリ ホスト名が
設定されない場合、プライマリおよびセカンダリ ホスト名は同じになります。
変更されたコマンド：hostname primary_hostname [secondary secondary_hostname]

ファイアウォール機能

アクセラレーション パ
スに未解決 ARP を含む
UDP セッションの作成

ARP ルックアップが失敗した場合でもアクセラレーション パスが作成されるように FWSM を設
定した場合、ARP ルックアップが成功するまで、宛先 IP アドレスへの以降のすべてのパケット
がドロップされます。この機能を使用しない場合、以降の各 UDP パケットは、アクセラレーショ
ン パスによりドロップされる前にセッション管理パスを通過するため、セッション管理パスの
オーバーロードが発生することがあります。
追加されたコマンド：sysopt connection udp create-arp-unresolved-conn

DCERPC 拡張機能：
Remote Create Instance
メッセージのサポート

本リリースでは、DCERPC Inspection が拡張され、RemoteCreateInstance RPC メッセージの検
査がサポートされるようになりました。
変更されたコマンドはありません。

NAT/PAT Global Pool の NAT/PAT コンフィギュレーションのグローバル プールの使用を追跡および管理できます。
使用に関する拡張機能
追加されたコマンド：show global usage
削除マークの付いた接
続のリセット

削除マークの付いた接続のリセット（RST）パケットの送信を無効にできるようになりました。
本リリースから、リセット パケットはデフォルトで送信されないようになりました。直前の動作
を復元できるので、FWSM により、削除マークの付いた同じ 5 タプル（送信元 IP およびポート、
宛先 IP およびポート、プロトコル）で SYN パケットが受信されると、リセット パケットが送信
されます。
追加されたコマンド：service reset connection marked-for-deletion

PPTP-GRE のタイムア

PPTP 検査の結果として構築される GRE 接続のタイムアウトを設定できるようになりました。

ウト

変更されたコマンド：timeout pptp-gre

管理機能

Syslog メッセージの名
前の表示または非表示

syslog をコンソール、syslog サーバおよび FTP syslog サーバに生成するときに名前変換を適用で
きるかどうかを設定できます。
追加されたコマンド：logging names

1-2
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セキュリティ ポリシーの概要

表 1-1

FWSM Version 4.1(1) の新機能 （続き）

機能

説明

トランスペアレント
モードでの共有管理イ
ンターフェイス

ブリッジ グループに属されない管理 VLAN を追加できるようになりました。この VLAN は、マ
ルチ コンテキストでシングル管理 VLAN を共有できるので、マルチ コンテキスト モードで特に
役に立ちます。
トランスペアレント モードで追加されたコマンド：management-only

ティアダウン Syslog の
拡張機能

接続がティアダウンされるときの新しい syslog が追加されました。

SNMP バッファの拡張

SNMP 要求がより効率的に扱われるようになりました。これにより、他のプロセスで十分なブ
ロックを使用できるように、SNMP に割り当てられるブロックがすばやく解放されます。

機能

追加された syslog メッセージ：302030 ～ 33

変更されたコマンドはありません。
トラブルシューティング機能

crashinfo の拡張機能

crashinfo の拡張機能により、クラッシュ情報生成の信頼性が改善されました。
変更されたコマンドはありません。

セキュリティ ポリシーの概要
他のネットワークにアクセスするために、ファイアウォールを通過することが許可されるトラフィック
がセキュリティ ポリシーによって決められます。FWSM はアクセス リストで明示的に許可されていな
いかぎり、どのようなトラフィックも通過させません。トラフィックにアクションを適用してセキュリ
ティ ポリシーをカスタマイズすることができます。ここでは、よく使用される一部の機能について説
明します。他の機能については説明を省略しています。ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクセス リストでのトラフィックの許可または拒否」（P.1-4）
• 「NAT の適用」（P.1-4）
• 「IP フラグメントからの保護」（P.1-4）
• 「通過トラフィックに対する AAA の使用」（P.1-4）
• 「インターネット フィルタリングの適用」（P.1-4）
• 「アプリケーション検査の適用」（P.1-5）
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• 「接続制限の適用」（P.1-5）

アクセス リストでのトラフィックの許可または拒否
アクセス リストを適用して、トラフィックにインターフェイスの通過を許可できます。トランスペア
レント ファイアウォール モードでは、非 IP トラフィックを許可するための EtherType アクセス リス
トも適用できます。

NAT の適用
NAT の利点のいくつかを次に示します。
• 内部ネットワークでプライベート アドレスを使用できます。プライベート アドレスは、インター
ネットにルーティングできません。

• NAT はローカル アドレスを他のネットワークから隠蔽するため、攻撃者はホストの実際のアドレ
スを取得できません。

• NAT は、重複 IP アドレスをサポートすることで、IP ルーティングの問題を解決できます。

IP フラグメントからの保護
FWSM は IP フラグメント保護を提供します。この機能は、すべての ICMP エラー メッセージの完全
リアセンブリ、および FWSM を介してルーティングされる残りの IP フラグメントの仮想リアセンブ
リを実行します。セキュリティ チェックに失敗したフラグメントは、ドロップされログに記録されま
す。仮想リアセンブリはディセーブルにできません。

通過トラフィックに対する AAA の使用
HTTP など特定のタイプのトラフィックに対して、認証と認可のいずれかまたは両方を要求することが
できます。FWSM は、RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバにアカウンティング情報を送信するこ
ともあります。

インターネット フィルタリングの適用
アクセス リストを使用して、特定の Web サイトまたは FTP サーバへの発信アクセスを禁止できます
が、このような方法で Web サイトの使用方法を設定し管理することは、インターネットの規模とダイ
ナミックな特性から、実用的とはいえません。FWSM を、次のインターネット フィルタリング製品の
いずれかを実行している別のサーバと連携させて使用することをお勧めします。

• Websense Enterprise
• Sentian（N2H2）
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アプリケーション検査の適用
インスペクション エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込むサービ
スや、ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要です。こ
れらのプロトコルでは、FWSM でディープ パケット検査を実行する必要があります。

接続制限の適用
TCP 接続、UDP 接続、および初期接続を制限することができます。接続と初期接続の数を制限するこ
とで、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）から保護されます。FWSM では、初期接続の制限を利用して
TCP 代行受信を発生させます。代行受信によって、TCP SYN パケットを使用してインターフェイスを
フラッディングする DoS 攻撃から内部システムを保護します。初期接続は、送信元と宛先間で必要な
ハンドシェイクを完了しなかった接続要求です。

（注）

TCP SYN クッキー保護を使用して SYN 攻撃からサーバを保護する場合、保護するサーバの TCP SYN
バックログ キューより低い初期接続制限を設定する必要があります。これより高い初期接続制限を設
定すると、有効なクライアントが、SYN 攻撃中にサーバにアクセスできなくなります。

スイッチにおける ファイアウォール サービス モジュール の
動作
FWSM は、スイッチのスーパーバイザおよび内蔵 MSFC の両方で Cisco IOS ソフトウェア（「スー
パーバイザ IOS」）が使用されている Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルー
タに搭載できます。

（注）

Catalyst Operating System（OS; オペレーティング システム）はサポートされていません。
FWSM は独自の OS で動作します。

MSFC の使用方法
スイッチにはスイッチング プロセッサ（スーパーバイザ）とルータ（MSFC）が組み込まれています。
MSFC はシステムの一部として必要ですが、使用しなくてもかまいません。使用する場合は、1 つまた
は複数の VLAN インターフェイスを MSFC に割り当てることができます（スイッチのソフトウェア
バージョンが複数の Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）をサポートする
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場合は、表 1（P.A-2）を参照してください）。シングルコンテキスト モードでは、ファイアウォールの
向こう側に MSFC を配置することも、ファイアウォールより手前に配置することもできます（図 1-1
を参照）。

MSFC の位置は、割り当てる VLAN によって決まります。たとえば、図 1-1 の左側の例では、FWSM
の内部インターフェイスに VLAN 201 を割り当てているので、MSFC はファイアウォールより手前に
なります。図 1-1 の右側の例では、FWSM の外部インターフェイスに VLAN 200 を割り当てているの
で、MSFC はファイアウォールの向こう側になります。
左側の例では、MSFC は VLAN 201、301、302、および 303 の間をルーティングします。宛先がイン
ターネットの場合以外、内部トラフィックは FWSM を通過しません。右側の例では、FWSM は内部
VLAN 201、202、および 203 間のすべてのトラフィックを処理して保護します。
図 1-1

MSFC の配置
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マルチコンテキスト モードでは、FWSM より手前に MSFC を配置した場合、1 つのコンテキストに限
定して接続する必要があります。MSFC を複数のコンテキストに接続すると、MSFC はコンテキスト
間をルーティングすることになり、意図に反する可能性があります。マルチコンテキストの場合は通
常、あらゆるコンテキストがインターネットとスイッチド ネットワーク間でルーティングされる前に、
MSFC を使用します（図 1-2 を参照）。
図 1-2

マルチコンテキストの場合の MSFC の配置
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ファイアウォール モードの概要
FWSM は、次の 2 つのファイアウォール モードで動作します。
• ルーテッド
• トランスペアレント
ルーテッド モードでは、FWSM は、ネットワークのルータ ホップと見なされます。
トランスペアレント モードでは、FWSM は「bump-in-the-wire（BITW）」または「ステルス ファイア
ウォール」のように動作し、ルータ ホップとは見なされません。FWSM では、内部インターフェイス
と外部インターフェイスに同じネットワークが接続されます。最大 8 ペアのインターフェイス（ブリッ
ジ グループ）を設定して、コンテキストごとに 8 つの異なるネットワークに接続できます。
トランスペアレント ファイアウォールは、ネットワーク コンフィギュレーションを簡単にするために
使用できます。トランスペアレント モードは、ファイアウォールを攻撃者から見えないようにするた
めにも便利です。ルーテッド モードではブロックされるトラフィックのために、トランスペアレント
ファイアウォールを使用することもできます。たとえば、トランスペアレント ファイアウォールはサ
ポート対象外のルーティング プロトコルを許可できます。
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マルチコンテキスト モードでは、各コンテキストに対して別個にモードを選択できるため、あるコン
テキストをトランスペアレント モードで実行し、別のコンテキストをルーテッド モードで実行できま
す。

ステートフル インスペクションの概要
ファイアウォールを通過するあらゆるトラフィックは、Adaptive Security Algorithm（ASA; アダプ
ティブ セキュリティ アルゴリズム）を使用して点検され、通過が許可されるか、または廃棄されるか
のどちらかになります。単純なパケット フィルタは、送信元アドレス、宛先アドレス、およびポート
が正しいかどうかはチェックできますが、パケット シーケンスまたはフラグが正しいかどうかは
チェックしません。また、フィルタはすべてのパケットをフィルタと照合してチェックするため、処理
が低速になる場合があります。

（注） 「TCP ステート バイパスの設定」（P.21-11）に示す機能では、パケット フローをカスタマイズできま
す。

ただし、FWSM のようなステートフル ファイアウォールは、パケットの次のようなステートについて
検討します。

• 新規の接続かどうか。
新しい接続の場合、ファイアウォールはパケットをアクセス リストと照合し、その他の作業を実
行して、パケットを許可するのか拒否するのかを決定する必要があります。このチェックを行うた
めに、セッションの最初のパケットは「セッション管理パス」を通過しますが、トラフィックのタ
イプに応じて、「コントロール プレーン パス」も通過する場合があります。

（注）

セッションの最初のパケットを構成するパケット フラグメントは、8,500 バイトを超えること
はできません。セッションは確立されますが、最初の 8,500 バイトだけが送信されます。この
セッションのそれ以降のパケットについては、この制限の影響を受けません。

セッション管理パスで行われるタスクは次のとおりです。

– アクセス リストとの照合チェック
– ルート ルックアップの実行
– NAT 変換（xlates）の割り当て
– 「アクセラレーション パス」でのセッションの確立
レイヤ 7 検査が必要なパケット（パケットのペイロードの検査または変更が必要）は、コントロー
ル プレーン パスに渡されます。レイヤ 7 インスペクション エンジンは、複数のチャネルを持つプ
ロトコルで必要です。複数のチャネルの 1 つは周知のポート番号を使用するデータ チャネルで、
その他はセッションごとに異なるポート番号を使用するコントロール チャネルです。このような
プロトコルには、FTP、H.323、および SNMP があります。

（注）

FWSM は、3 つの特殊なネットワーキング プロセッサ上でセッション管理パスおよびアクセラ
レーション パスの処理を実行します。コントロール プレーン パスの処理は、FWSM へのトラ
フィックを処理し、設定および管理作業も行う、汎用プロセッサで実行されます。

• 確立済みの接続かどうか。
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接続がすでに確立されている場合、ファイアウォールがパケットを再チェックする必要はありませ
ん。一致する大部分のパケットは双方向とも、アクセラレーション パスを通過します。アクセラ
レーション パスは、次の作業を担当します。

– IP チェックサム検証
– セッション ルックアップ
– TCP シーケンス番号のチェック
– 既存セッションに基づく NAT 変換
– レイヤ 3 ヘッダー調整およびレイヤ 4 ヘッダー調整

UDP または他のコネクションレス プロトコルの場合、FWSM はアクセラレーション パスも使用
できるように接続ステート情報を作成します。
レイヤ 7 検査を必要とするプロトコルのデータ パケットも、アクセラレーション パスを通過しま
す。
確立済みセッション パケットの中には、セッション管理パスまたはコントロール プレーン パスを
引き続き通過しなければならないものがあります。セッション管理パスを通過するパケットには、
検査またはコンテンツ フィルタリングを必要とする HTTP パケットが含まれます。コントロール
プレーン パスを通過するパケットには、レイヤ 7 検査を必要とするプロトコルのコントロール パ
ケットが含まれます。

（注）

QoS の互換性を確保するために、FWSM は FWSM を通過するすべてのトラフィックの DSCP ビット
を保存します。

セキュリティ コンテキストの概要
1 つの FWSM をいくつかのパーティションに分けて複数の仮想デバイス（セキュリティ コンテキスト
と呼びます）に配置できます。各コンテキストには独自のセキュリティ ポリシー、インターフェイス、
および管理者が与えられます。マルチ コンテキストは、複数のスタンドアロン デバイスを使用するこ
とに似ています。マルチコンテキスト モードでは、ルーティング テーブル、ファイアウォール機能、
管理など数多くの機能がサポートされています。ダイナミック ルーティング プロトコルなど一部の機
能はサポートされていません。
マルチ コンテキスト モードの場合、FWSM には、セキュリティ ポリシー、インターフェイス、およ
びスタンドアロン デバイスで設定できるほとんどのオプションを識別するコンテキストごとのコン
フィギュレーションが含まれます。システム管理者がコンテキストを追加および管理するには、コンテ
キストをシステム コンフィギュレーションに設定します。これが、シングル モード設定と同じく、ス
タートアップ コンフィギュレーションとなります。システム コンフィギュレーションは、FWSM の基
本設定を識別します。システム コンフィギュレーションには、システムそのもののネットワーク イン
ターフェイスまたはネットワーク設定値は含みません。システムがネットワーク リソースにアクセス
する必要がある場合に（サーバからコンテキストをダウンロードする場合など）、管理（admin）コン
テキストとして指定されたコンテキストの 1 つを使用します。
管理コンテキストは、他のコンテキストとまったく同じです。ただ、ユーザが管理コンテキストにログ
インすると、システム管理者権限を持つので、システム コンテキストおよび他のすべてのコンテキス
トにアクセス可能になる点が異なります。

（注）

マルチ コンテキスト モードでは、スタティック ルーティングのみをサポートします。
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ファイアウォール サービス モジュールを使用
するためのスイッチの設定
この章では、FWSM と組み合わせて使用できるように、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco
7600 シリーズ ルータを設定する方法について説明します。この章で説明する作業を行う前に、スイッ
チに付属のマニュアルに従って、インターフェイスへの VLAN 割り当てをはじめ、スイッチの基本的
なプロパティを設定してください。
この章では、次の内容について説明します。

• 「スイッチの概要」（P.2-1）
• 「モジュールの搭載確認」（P.2-2）
• 「ファイアウォール サービス モジュールを通過するトラフィックの確認」（P.2-3）
• 「ファイアウォール サービス モジュールの状態の確認」（P.2-3）
• 「ファイアウォール サービス モジュールへの VLAN の割り当て」（P.2-4）
• 「MSFC へのスイッチ仮想インターフェイスの追加」（P.2-6）
• 「FWSM の内部インターフェイスのカスタマイズ」（P.2-10）
• 「フェールオーバーを使用するためのスイッチの設定」（P.2-11）
• 「ファイアウォール サービス モジュールのブート パーティションの管理」（P.2-12）

スイッチの概要
FWSM は、Cisco 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載できます。いずれ
のシリーズも設定が同じであるため、このマニュアルではこれらのシリーズを総称して「スイッチ」と
表記しています。このスイッチには、スイッチ（スーパーバイザ エンジン）とルータ（MSFC）があ
ります。
スイッチのスーパーバイザ エンジンと統合型の MSFC ルータの両方で Cisco IOS ソフトウェアがサ
ポートされています。

（注）

Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアはサポートされていません。
FWSM は独自の OS で動作します。
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モジュールの搭載確認

（注）

FWSM は独自のオペレーティング システムで動作するので、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレー
ドしても FWSM の動作には影響ありません。
MSFC の詳細については、「MSFC の使用方法」（P.1-5）を参照してください。
一部の FWSM 機能は Cisco IOS 機能と連携しますが、特定バージョンの Cisco IOS ソフトウェアが必
要となります。詳細については、「スイッチ ハードウェアおよびソフトウェアの互換性」（P.A-1）を参
照してください。次の機能には、Cisco IOS ソフトウェアが含まれています。詳細については、各機能
に関するセクションを参照してください。

• ルート ヘルス注入：「Route Health Injection の設定」（P.8-36）を参照してください。
• PISA 統合：「PISA 統合でのアプリケーション タイプの許可または拒否」（P.21-4）を参照してく
ださい。

• Virtual Switching System（VSS; 仮想スイッチング システム）サポート：FWSM の設定は必要あ
りません。

（注）

Cisco IOS ソフトウェア Version 12.2(18)SX6 以前では、スイッチ内の FWSM ごとに SPAN リフレク
タ機能がイネーブルになっています。この機能により、FWSM から送られてきたマルチキャスト トラ
フィック（および中央の書き換えエンジンを必要とする他のトラフィック）をスイッチングできます。
SPAN リフレクタ機能は SPAN セッションを 1 つ使用します。この機能をディセーブルにするには、次
のコマンドを入力します。
Router(config)# no monitor session servicemodule

モジュールの搭載確認
スイッチが FWSM を認識してオンラインにしているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用し
てモジュール情報を表示します。
Router> show module [mod-num | all]

次に、show module コマンドの出力例を示します。
Router> show module
Mod Ports Card Type
--- ----- -------------------------------------1
2 Catalyst 6000 supervisor 2 (Active)
2
48 48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet
3
2 Intrusion Detection System
4
6 Firewall Module

（注）
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Model
-----------------WS-X6K-SUP2-2GE
WS-X6248-RJ-45
WS-X6381-IDS
WS-SVC-FWM-1

Serial No.
----------SAD0444099Y
SAD03475619
SAD04250KV5
SAD062302U4

show module コマンドの出力に FWSM の 6 つのポートが示されています。これらのポートは、
EtherChannel としてひとまとめにされた内部ポートです。詳細については、「FWSM の内部インター
フェイスのカスタマイズ」（P.2-10）を参照してください。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第2章

ファイアウォール サービス モジュールを使用するためのスイッチの設定
ファイアウォール サービス モジュールを通過するトラフィックの確認

ファイアウォール サービス モジュールを通過するトラ
フィックの確認
トラフィックが FWSM を通過するか確認するには、次のコマンドを使用してモジュール情報を表示し
ます。
Router> show firewall module [mod-num | traffic]

次に、show firewall module traffic コマンドの出力例を示します。
Router> show firewall module 11 traffic
Firewall module 11:
Specified interface is up, line protocol is up (connected)
Hardware is EtherChannel, address is 0014.1cd5.bef6 (bia 0014.1cd5.bef6)
MTU 1500 bytes, BW 6000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Full-duplex, 1000Mb/s, media type is unknown
input flow-control is on, output flow-control is on
Members in this channel: Gi11/1 Gi11/2 Gi11/3 Gi11/4 Gi11/5 Gi11/6
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queuing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 10000 bits/sec, 17 packets/sec
8709 packets input, 845553 bytes, 0 no buffer
Received 745 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
18652077 packets output, 1480488712 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ファイアウォール サービス モジュールの状態の確認
FWSM の状態を確認するには、次のコマンドを入力してモジュール情報を表示します。
Router> show firewall module [mod-num | state]

次に、show firewall module state コマンドの出力例を示します。
Router> show firewall module 11 state
Firewall module 11:
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: 3,6,7,20-24,40,59,85,87-89,99-115,150,188-191,200,250,
501-505,913,972
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
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Vlans allowed on trunk:
Vlans allowed and active in management domain:
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned:

ファイアウォール サービス モジュールへの VLAN の割り当
て
ここでは、FWSM に VLAN を割り当てる方法について説明します。FWSM には、外部物理インター
フェイスが組み込まれていません。代わりに VLAN インターフェイスを使用します。FWSM への
VLAN の割り当ては、スイッチ ポートへの VLAN の割り当てと同様です。FWSM には、Switch
Fabric Module（SFM; スイッチ ファブリック モジュール）（搭載されている場合）または共有バスへ
の内部インターフェイスが組み込まれています。

（注）

VLAN をスイッチに追加してスイッチ ポートに割り当てる方法については、スイッチのマニュアルを
参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「VLAN の注意事項」（P.2-4）
• 「FWSM への VLAN の割り当て」（P.2-4）

VLAN の注意事項
FWSM で VLAN を使用する際の注意事項は、次のとおりです。
• FWSM では、プライベート VLAN を使用できます。FWSM にプライマリ VLAN を割り当てる
と、FWSM は自動的にセカンダリ VLAN トラフィックを処理します。
• 予約済みの VLAN は使用できません。
• VLAN 1 は使用できません。
• 同一スイッチ シャーシ内で FWSM フェールオーバーを使用する場合は、フェールオーバーおよび
ステートフル通信のために確保してある VLAN（複数可）をスイッチ ポートに割り当てないでく
ださい。ただし、シャーシ間でフェールオーバーを使用する場合は、シャーシ間を結ぶトランク
ポートに VLAN を組み込む必要があります。

• FWSM に VLAN を割り当てる前に、スイッチに VLAN を追加しなかった場合、VLAN はスー
パーバイザ エンジンのデータベースに保管され、スイッチに追加された時点で FWSM に送信され
ます。

FWSM への VLAN の割り当て
Cisco IOS ソフトウェアでは、ファイアウォール VLAN グループを 16 個まで作成して FWSM に割り
当てます。たとえば、すべての VLAN を 1 つのグループに割り当てる、内部グループと外部グループ
を作成する、またはカスタマーごとにグループを 1 つずつ作成するといったことが可能です。各グルー
プには、VLAN を制限なく割り当てることができます。
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同じ VLAN を複数のファイアウォール グループに割り当てることはできませんが、1 つの FWSM へ
の複数のファイアウォール グループの割り当てと複数の FWSM への 1 つのファイアウォール グルー
プの割り当ては可能です。たとえば、複数の FWSM に割り当てる VLAN は、それぞれの FWSM に一
意の VLAN とは別のグループに配置できます。

VLAN を FWSM に割り当てる手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、ファイアウォール グループに VLAN を割り当てます。
Router(config)# firewall vlan-group firewall_group vlan_range

firewall_group 引数には、整数値を指定します。
vlan_range には、次のいずれかの形式で 1 つまたは複数の VLAN（2 ～ 1000 および 1025 ～ 4094）を
指定できます。
• 個別の番号（n）
• 範囲（n-x）
番号または範囲はカンマで区切ります。番号の入力例を示します。
5,7-10,13,45-100

（注）

ルーテッド ポートと WAN ポートは内部 VLAN を使用するため、1020 ～ 1100 の範囲に含まれる番号
は、すでに使用されている可能性があります。

VLAN を FWSM コンフィギュレーションで設定し、後でこの手順を使用して、VLAN をスイッチの
FWSM に割り当てる場合、これらの VLAN は、シャットダウンするように設定されている場合でも、
FWSM では管理上アップ状態になります。これらの VLAN をシャットダウンするには、FWSM の
CLI で次のコマンドを入力します。
interface vlan

number

shutdown

ステップ 2

次のコマンドを入力して、FWSM にファイアウォール グループを割り当てます。
Router(config)# firewall module module_number vlan-group firewall_group

firewall_group は 1 つまたは複数のグループ番号です。
• 個別の番号（n）
• 範囲（n-x）
番号または範囲はカンマで区切ります。番号の入力例を示します。
5,7-10

次に、3 つのファイアウォール VLAN グループ（各 FWSM 用のグループおよび両方の FWSM に割り
当てられた VLAN を含むグループ）を作成する例を示します。
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

firewall
firewall
firewall
firewall
firewall

vlan-group 50 55-57
vlan-group 51 70-85
vlan-group 52 100
module 5 vlan-group 50,52
module 8 vlan-group 51,52
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次に、show firewall vlan-group コマンドの出力例を示します。
Router# show firewall vlan-group
Group vlans
----- -----50 55-57
51 70-85
52 100

次に、すべての VLAN グループを示す show firewall module コマンドの出力例を示します。
Router# show firewall module
Module Vlan-groups
5
50,52
8
51,52

MSFC へのスイッチ仮想インターフェイスの追加
MSFC 上で定義された VLAN を Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）とい
います。FWSM に SVI 用の VLAN を割り当てると（「ファイアウォール サービス モジュールへの
VLAN の割り当て」（P.2-4）を参照）、MSFC は FWSM と他のレイヤ 3 VLAN 間のルーティングを行
います。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SVI の概要」（P.2-7）
• 「複数の SVI の設定」（P.2-9）
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SVI の概要
セキュリティ上の理由から、デフォルトでは MSFC と FWSM 間に配置できる SVI は 1 つだけです。
たとえば、誤って複数の SVI をシステムに設定した場合は、MSFC に内部 VLAN と外部 VLAN の両
方が割り当てられていることによって、トラフィックが偶発的に FWSM をバイパスする可能性があり
ます （図 2-1 を参照）。
図 2-1

誤設定による複数の SVI

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

VLAN 100
MSFC
VLAN 200

FWSM

VLAN 201

VLAN 201

92883

ౝㇱ

ただし、ネットワーク シナリオの中には、FWSM をバイパスする必要があるものもあります。図 2-2
に、IP ホストと同じイーサネット セグメント上にある IPX ホストを示します。ルーテッド ファイア
ウォール モードの FWSM は IP トラフィックしか処理せず、IPX などの他のプロトコル トラフィック
を廃棄するため（トランスペアレント ファイアウォール モードでは IP 以外のトラフィックの通過が任
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意に許可されます）、IPX トラフィックで FWSM をバイパスする必要があります。この場合は、必ず
VLAN 201 を通過できるのが IPX トラフィックに限定されるアクセス リストを使用して MSFC を設定
してください。
図 2-2

IPX 対応の複数の SVI
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トランスペアレント ファイアウォールがマルチコンテキスト モードの場合、コンテキストごとに対応
する外部インターフェイス上に固有の VLAN が必要なので、複数の SVI を使用する必要があります
（図 2-3 を参照）。ルーテッド モードの場合でも複数の SVI を使用できるので、外部インターフェイス
用に 1 つの VLAN を共有する必要はありません。
図 2-3

マルチコンテキスト モードでの複数の SVI
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複数の SVI の設定
MSFC に SVI を追加する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

（任意）次のコマンドを入力して、FWSM に複数の SVI を追加できるようにします。
Router(config)# firewall multiple-vlan-interfaces

ステップ 2

次のコマンドを入力して、MSFC に VLAN インターフェイスを追加します。
Router(config)# interface vlan vlan_number

ステップ 3

次のコマンドを入力して、MSFC 上でこのインターフェイスに対応する IP アドレスを設定します。
Router(config-if)# ip address address mask

ステップ 4

次のコマンドを入力して、インターフェイスをイネーブルにします。
Router(config-if)# no shutdown
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次に、複数の SVI を使用する一般的な設定例を示します。
Router(config)# firewall vlan-group 50 55-57
Router(config)# firewall vlan-group 51 70-85
Router(config)# firewall module 8 vlan-group 50-51
Router(config)# firewall multiple-vlan-interfaces
Router(config)# interface vlan 55
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# interface vlan 56
Router(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
Router#

次に、show interface コマンドの出力例を示します。
Router# show interface vlan 55
Vlan55 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 0008.20de.45ca (bia 0008.20de.45ca)
Internet address is 10.1.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:08, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue:0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0
Queueing strategy:fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
L2 Switched:ucast:196 pkt, 13328 bytes - mcast:4 pkt, 256 bytes
L3 in Switched:ucast:0 pkt, 0 bytes - mcast:0 pkt, 0 bytes mcast
L3 out Switched:ucast:0 pkt, 0 bytes
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
4 packets output, 256 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

FWSM の内部インターフェイスのカスタマイズ
FWSM とスイッチ間の接続は 6 GB の 802.1Q トランキング EtherChannel です。この EtherChannel
は、FWSM を搭載した時点で自動的に作成されます。FWSM 側では、2 つの NP がそれぞれ 3 つのギ
ガビット イーサネット インターフェイスに接続され、これらのインターフェイスが EtherChannel を形
成します。スイッチはセッション情報に基づき、分散アルゴリズムに従って EtherChannel 内のイン
ターフェイスにトラフィックを分散させます。負荷分散はパケット単位ではなく、フロー単位で行われ
ます。アルゴリズムがインターフェイス間、したがって 2 つの NP 間でトラフィックを均等に割り当て
ない場合もあります。恒常的な不均衡は、FWSM の処理能力がフル活用されないだけでなく、複数の
コンテキストにリソース管理を適用したときに予想外の動作を引き起こす可能性があります （詳細に
ついては、「クラスの設定」（P.4-25）を参照してください）。
負荷分散方式を変更するには、次のコマンドを入力します。
Router(config)# port-channel load-balance {dst-ip | dst-mac | dst-port | src-dst-ip |
src-dst-mac | src-dst-port | src-ip | src-mac | src-port}
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デフォルトは src-dst-ip です。

フェールオーバーを使用するためのスイッチの設定
フェールオーバー対応としてスイッチを設定する場合は、次の項を参照してください。

• 「セカンダリファイアウォール サービス モジュールへの VLAN の割り当て」（P.2-11）
• 「プライマリ スイッチとセカンダリ スイッチ間のトランクの追加」（P.2-11）
• 「トランスペアレント ファイアウォール モードとの両立」（P.2-11）
• 「高速リンク障害検出のための自動ステート メッセージングのイネーブル化」（P.2-11）

セカンダリファイアウォール サービス モジュールへの VLAN の割り当て
両方の装置が同じように内部ネットワークと外部ネットワークにアクセスできる必要があるため、ス
「ファイアウォール サービス モ
イッチ上の両方の FWSM に同じ VLAN を割り当てる必要があります。
ジュールへの VLAN の割り当て」（P.2-4）を参照してください。

プライマリ スイッチとセカンダリ スイッチ間のトランクの追加
スイッチ間フェールオーバーを使用している場合（「シャーシ内およびシャーシ間のモジュール配置」
（P.14-3）を参照）、2 つのスイッチ間に 802.1Q VLAN トランクを設定してフェールオーバーとステー
ト リンクを処理する必要があります。CoS 値が 5（ハイ プライオリティ）のフェールオーバー VLAN
パケットがこれらのポートでハイ プライオリティとして処理されるように、トランクで QoS（Quality
Of Service）をイネーブルにしておく必要があります。

EtherChannel とトランクの設定については、スイッチのマニュアルを参照してください。

トランスペアレント ファイアウォール モードとの両立
トランスペアレント モードでフェールオーバーを使用した場合にループが発生しないように、Bridge
Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）の転送をサポートするスイッチ ソ
フトウェアを使用してください。トランスペアレント ファイアウォール モードでのスイッチのサポー
トの詳細については、「スイッチ ハードウェアおよびソフトウェアの互換性」（P.A-1）を参照してくだ
さい。

FWSM がトランスペアレント モードの場合、スイッチでグローバルに LoopGuard をイネーブルにし
ないでください。LoopGuard は、スイッチと FWSM 間の内部 EtherChannel に自動的に適用されます。
そのため、フェールオーバーおよびフェールバック後、EtherChannel がエラー ディセーブル ステート
になるため、LoopGuard によりセカンダリ ユニットが切断されます。

高速リンク障害検出のための自動ステート メッセージングのイネーブル化
Cisco IOS ソフトウェア Release 12.2(18)SXF5 以降を使用している場合は、FWSM の VLAN に関連
付けられた物理インターフェイスのステータスに関する自動ステート メッセージをスーパーバイザ エ
ンジンから FWSM に送信できます。たとえば、VLAN に関連付けられたすべての物理インターフェイ
スが停止すると、VLAN が停止したことを示す自動ステート メッセージが FWSM に届きます。この
情報に基づいて FWSM は VLAN が停止していると判断できます。この場合は、いずれの側でリンク
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障害が発生したかを判別するのに必要となるインターフェイス モニタリング テストが回避されます。
自動ステート メッセージングにより、FWSM がリンク障害を検出するのに要する時間が大幅に短縮さ
れます（自動ステートがサポートされていない場合の最長 45 秒と比較すると、数ミリ秒も短縮されま
す）。
次の場合に、スイッチのスーパーバイザから FWSM に自動ステート メッセージが送信されます。

• VLAN に属している最後のインターフェイスが停止した
• VLAN に属している最初のインターフェイスが動作を開始した

（注）

スイッチで自動ステート メッセージングがサポートされるのは、シャーシに 1 つの FWSM を搭載した
場合だけです。
デフォルトでは、自動ステート メッセージングはディセーブルになっています。Cisco IOS ソフトウェ
アで自動ステート メッセージングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
Router(config)# firewall autostate

ファイアウォール サービス モジュールのブート パーティ
ションの管理
ここでは、スイッチから FWSM をリセットする方法とフラッシュ メモリ カード上のブート パーティ
ションを管理する方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「フラッシュ メモリの概要」（P.2-12）
• 「デフォルト ブート パーティションの設定」（P.2-13）
• 「FWSM のリセットまたは特定のパーティションからの起動」（P.2-13）

フラッシュ メモリの概要
FWSM には、OS、コンフィギュレーション、およびその他のデータを保管する 128 MB のフラッシュ
メモリ カードが装備されています。フラッシュ メモリには 6 つのパーティションがあります。Cisco
IOS ソフトウェアのコマンドでは、cf:n で指定します。
• メンテナンス パーティション（cf:1）：メンテナンス ソフトウェアが格納されています。メンテナ
ンス ソフトウェアを使用して、アプリケーション パーティションの起動ができない場合に、アプ
リケーション イメージをアップグレードまたはインストールしたり、アプリケーション イメージ
のパスワードをリセットしたり、クラッシュ ダンプ情報を表示したりします。

• ネットワーク コンフィギュレーション パーティション（cf:2）：メンテナンス ソフトウェアのネッ
トワーク コンフィギュレーションが格納されています。FWSM が TFTP サーバにアクセスしてア
プリケーション ソフトウェア イメージをダウンロードできるように、メンテナンス ソフトウェア
には IP の設定値が必要となります。

• クラッシュ ダンプ パーティション（cf:3）：クラッシュ ダンプ情報が格納されています。
• アプリケーション パーティション（cf:4 および cf:5）：アプリケーション ソフトウェア イメージ、
システム コンフィギュレーション、および ASDM が格納されています。デフォルトで、イメージ
は cf:4 にインストールされます。cf:5 はテスト パーティションとして使用できます。たとえば、
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ソフトウェアをアップグレードする場合は、新しいソフトウェアを cf:5 にインストールできます
が、問題発生時のバックアップとして旧ソフトウェアを維持しておくこともできます。各パーティ
ションには独自のスタートアップ コンフィギュレーションが設定されています。

• セキュリティ コンテキスト パーティション（cf:6）：このパーティション専用として 64 MB が確
保されます。セキュリティ コンテキスト コンフィギュレーション（必要な場合）と RSA キーがナ
ビゲーション可能なファイル システムに保管されます。他のパーティションには、ファイルのリ
スト表示などの一般的な作業を実行できるファイル システムはありません。copy コマンドの使用
時には、このパーティションはディスクと呼ばれます。

デフォルト ブート パーティションの設定
FWSM はデフォルトで cf:4 アプリケーション パーティションから起動します。cf:5 アプリケーション
パーティションからの起動または cf:1 メンテナンス パーティションへの起動を選択することもできま
す。アプリケーション パーティションごとに独自のスタートアップ コンフィギュレーションがありま
す。
デフォルトのブート パーティションを変更するには、次のコマンドを入力します。
Router(config)# boot device module mod_num cf:n

n は 1（メンテナンス）、4（アプリケーション）、または 5（アプリケーション）です。
現在のブート パーティションを表示するには、次のコマンドを入力します。
Router# show boot device [mod_num]

次に例を示します。
Router# show boot device
[mod:1 ]:
[mod:2 ]:
[mod:3 ]:
[mod:4 ]: cf:4
[mod:5 ]: cf:4
[mod:6 ]:
[mod:7 ]: cf:4
[mod:8 ]:
[mod:9 ]:

FWSM のリセットまたは特定のパーティションからの起動
ここでは、FWSM をリセットする方法または特定のパーティションから起動する方法について説明し
ます。CLI または外部 Telnet セッションから FWSM にアクセスできない場合は、FWSM のリセット
が必要となります。メンテナンス パーティションにアクセスしなければならない場合、またはバック
アップのアプリケーション パーティションに保管されている別のソフトウェア イメージから起動しな
ければならない場合は、デフォルト以外のブート パーティションからの起動が必要になります。メン
テナンス パーティションは、トラブルシューティング時に役立ちます。
リセットすると、完了までに数分間かかることがあります。

FWSM をリセットする場合は、フルメモリ テストの実行を選択することもできます。FWSM の初回
起動時には、部分的なメモリ テストが実行されるだけです。フルメモリ テストには、6 分ほどかかり
ます。
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（注）

ファイアウォール サービス モジュールを使用するためのスイッチの設定

FWSM へのログイン時に FWSM をリロードする場合は、reload コマンドまたは reboot コマンドを入
力します。これらのコマンドでは、デフォルト以外のブート パーティションから起動できません。

FWSM をリセットするには、次のコマンドを入力します。
Router# hw-module module mod_num reset [cf:n] [mem-test-full]

cf:n 引数はパーティションであり、1（メンテナンス）、4（アプリケーション）、または 5（アプリケー
ション）のいずれかになります。パーティションを指定しないと、デフォルトのパーティションが使用
されます（通常は cf:4 ）。
mem-test-full オプションを指定すると、フルメモリ テストが実行されます。所要時間は約 6 分です。
次に、スロット 9 に搭載された FWSM をリセットする例を示します。デフォルトのブート パーティ
ションが使用されます。
Router# hw-module module 9 reset
Proceed with reload of module? [confirm] y
% reset issued for module 9
Router#
00:26:55:%SNMP-5-MODULETRAP:Module 9 [Down] Trap
00:26:55:SP:The PC in slot 8 is shutting down. Please wait ...
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ファイアウォール サービス モジュールへの接
続と設定の管理
この章では、コマンドライン インターフェイスへのアクセス方法および設定の管理方法について説明
します。この章では、次の内容について説明します。

• 「ファイアウォール サービス モジュール への接続」（P.3-1）
• 「設定の管理」（P.3-3）

ファイアウォール サービス モジュール への接続
ここでは、スイッチのコマンドラインから FWSM に接続する方法、または FWSM の「セッション」
を開始する方法について説明します。また、FWSM からログアウトしてスイッチの CLI にアクセスす
る方法についても説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「FWSM へのログイン」（P.3-1）
• 「FWSM からのログアウト」（P.3-2）

FWSM へのログイン
FWSM には外部コンソール ポートが装備されていないため、FWSM のセッションを開始して初期設
定を行う必要があります。FWSM 自体にインターフェイスと IP アドレスを設定しておくと、FWSM
のインターフェイスを介して FWSM の CLI にリモート アクセスできます。詳細については、第 23 章
「管理アクセスの設定」を参照してください。
ユーザ認証に関する他の設定がない場合（「システム管理者用の AAA」（P.23-10）を参照）、ログイン
方式はデフォルト ユーザとしてのログインになります。

1. ログイン パスワードを使用してユーザ EXEC モードにアクセスします。
2. コンフィギュレーション コマンドにアクセスするには、特権 EXEC モードを開始する必要があり
ます。それには、第 2 パスワードが必要です。
3. 特権 EXEC モードからグローバル コンフィギュレーション モードにアクセスできます。この場
合、パスワードは不要です。

注意

FWSM への管理アクセスは、パフォーマンス低下の原因になります。高いネットワーク パフォー
マンスを保持する必要がある場合は、FWSM にアクセスしないようにすることを推奨します。
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スイッチから FWSM のセッションを開始し、ログインしてイネーブル モードにアクセスしたあと、コ
ンフィギュレーション モードにアクセスする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

スイッチのオペレーティング システムに対応したコマンドを使用して、スイッチから FWSM のセッ
ションを開始します。

• Cisco IOS ソフトウェア
Router# session slot number processor 1

• Catalyst OS ソフトウェア
Console> (enable) session module_number

マルチ コンテキスト モードの場合は、FWSM のセッションを開始すると、システム コンフィギュ
レーションにアクセスすることになります。詳細については、第 4 章「セキュリティ コンテキストの
設定」を参照してください。
ステップ 2

次のプロンプトにログイン パスワードを入力して、FWSM にログインします。
hostname passwd:

デフォルトのパスワードは、cisco です。
パスワードの変更については、「パスワードの変更」（P.7-1）を参照してください。
ステップ 3

イネーブル EXEC モードにアクセスするには、次のコマンドを入力します。
hostname> enable

このコマンドによって、最上位の権限レベルにアクセスできます。
次のプロンプトが表示されます。
Password:

ステップ 4

プロンプトに対して、イネーブル パスワードを入力します。
デフォルトではパスワードは空白に設定されているため、Enter キーを押して先に進みます。イネーブ
ル パスワードの変更については、「パスワードの変更」（P.7-1）を参照してください。
プロンプトが次のように変化します。
hostname#

イネーブル モードを終了する場合は、disable と入力します。exit または quit と入力して現在のアクセ
ス モード（特権 EXEC モード、グローバル コンフィギュレーション モードなど）を終了することもで
きます。
ステップ 5

コンフィギュレーション モードにアクセスするには、次のコマンドを入力します。
hostname# configure terminal

プロンプトは、次のように変化します。
hostname(config)#

FWSM からのログアウト
FWSM のセッションを終了してスイッチの CLI にアクセスするには、次のコマンドを入力します。
hostname# exit
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Logoff
[Connection to 127.0.0.31 closed by foreign host]
Router#

コンフィギュレーション モードで作業している場合、exit コマンドを複数回入力しなければならない
ことがあります。

設定の管理
この項では、コンフィギュレーションを処理する方法について説明します。FWSM は、スタートアッ
プ コンフィギュレーションと呼ばれるコンフィギュレーションをテキスト ファイルからロードします。
コマンドを入力すると、メモリ上の実行コンフィギュレーションに対してだけ変更が適用されます。変
更内容をリブート後も維持するには、実行コンフィギュレーションを手動でスタートアップ コンフィ
ギュレーションに保存する必要があります。
この項で説明する内容は、特に指定がない限り、シングル モードとマルチ モードの両セキュリティ コ
ンテキストに適用されます。コンテキストの詳細については、第 4 章「セキュリティ コンテキストの
設定」を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「変更した設定の保存」（P.3-3）
• 「実行コンフィギュレーションへのスタートアップ コンフィギュレーションのコピー」（P.3-5）
• 「コンフィギュレーションの表示」（P.3-5）
• 「コンフィギュレーション設定の消去と削除」（P.3-6）
• 「テキスト コンフィギュレーション ファイルのオフラインでの作成」（P.3-6）

変更した設定の保存
この項では、コンフィギュレーションを保存する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「シングル コンテキスト モードでのコンフィギュレーションの変更の保存」（P.3-3）
• 「マルチ コンテキスト モードでのコンフィギュレーションの変更の保存」（P.3-4）

シングル コンテキスト モードでのコンフィギュレーションの変更の保存
実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname# write memory

（注）

copy running-config startup-config コマンドは、write memory コマンドに相当します。
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マルチ コンテキスト モードでのコンフィギュレーションの変更の保存
それぞれのコンテキスト（およびシステム）コンフィギュレーションは別々に保存することも、すべて
のコンテキスト コンフィギュレーションを同時に保存することもできます。ここでは、次の内容につ
いて説明します。

• 「各コンテキストとシステムの個別保存」（P.3-4）
• 「すべてのコンテキスト コンフィギュレーションの同時保存」（P.3-4）
各コンテキストとシステムの個別保存
システムまたはコンテキスト コンフィギュレーションを保存するには、システムまたはコンテキスト
内で次のコマンドを入力します。
hostname# write memory

（注）

copy running-config startup-config コマンドは、write memory コマンドに相当します。
マルチ コンテキスト モードの場合、コンテキスト スタートアップ コンフィギュレーションを外部サー
バ上に存在させることができます。この場合、そのコンフィギュレーションは、コンテキスト URL
（HTTP URL および HTTPS URL を除く）に指定されているサーバに FWSM によって戻され、保存さ
れるため、サーバにコンフィギュレーションを保存する必要はありません。

すべてのコンテキスト コンフィギュレーションの同時保存
すべてのコンテキスト コンフィギュレーション、およびシステム コンフィギュレーションを同時に保
存するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力します。
hostname# write memory all [/noconfirm]

/noconfirm キーワードを入力しない場合、次のプロンプトが表示されます。
Are you sure [Y/N]:

Y を入力すると、FWSM によってシステム コンフィギュレーションと各コンテキストが保存されま
す。コンテキストのスタートアップ コンフィギュレーションは、外部サーバに配置できます。この場
合、そのコンフィギュレーションは、コンテキスト URL（HTTP URL および HTTPS URL を除く）に
指定されているサーバに FWSM によって戻され、保存されるため、サーバにコンフィギュレーション
を保存する必要はありません。
FWSM によって各コンテキストが保存されると、次のメッセージが表示されます。
‘Saving context ‘b’ ... ( 1/3 contexts saved ) ’

エラーのためにコンテキストが保存されない場合もあります。エラーについては、次の情報を参照して
ください。

• メモリ不足のためにコンテキストが保存されない場合は、次のメッセージが表示されます。
The context 'context a' could not be saved due to Unavailability of resources

• リモートの宛先に到達できないためにコンテキストが保存されない場合は、次のメッセージが表示
されます。
The context 'context a' could not be saved due to non-reachability of destination

• コンテキストがロックされているために保存されない場合は、次のメッセージが表示されます。
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Unable to save the configuration for the following contexts as these contexts are
locked.
context ‘a’ , context ‘x’ , context ‘z’ .

コンテキストがロックされるのは、別のユーザがすでにコンフィギュレーションを保存している場
合、またはコンテキストを削除している場合のみです。

• スタートアップ コンフィギュレーションが読み取り専用であるために（たとえば、HTTP サーバ
で）コンテキストが保存されない場合は、他のすべてのメッセージの最後に次のメッセージ レ
ポートが出力されます。
Unable to save the configuration for the following contexts as these contexts have
read-only config-urls:
context ‘a’ , context ‘b’ , context ‘c’ .

• フラッシュ メモリに不良セクターがあるためにコンテキストが保存されない場合は、次のメッ
セージが表示されます。
The context 'context a' could not be saved due to Unknown errors

実行コンフィギュレーションへのスタートアップ コンフィギュレーション
のコピー
次のいずれかのオプションを使用して、新しいスタートアップ コンフィギュレーションを実行コン
フィギュレーションにコピーします。

• スタートアップ コンフィギュレーションを現在の実行コンフィギュレーションに結合するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# copy startup-config running-config

マージによって、新しいコンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションに新しいコマン
ドが追加されます。コンフィギュレーションが同一であれば、変更はありません。コマンドが競合
しているか、コマンドがコンテキストの実行に影響する場合、マージの影響はコマンドによって異
なります。エラーが発生する場合も、予期しない結果が発生する場合もあります。

• スタートアップ コンフィギュレーションをロードして実行コンフィギュレーションを廃棄するに
は、次のコマンドを入力して FWSM を再起動します。
hostname# reload

次のコマンドを使用してスタートアップ コンフィギュレーションをロードし、再起動せずに実行
コンフィギュレーションを廃棄することもできます。
hostname(config)# clear configure all
hostname(config)# copy startup-config running-config

コンフィギュレーションの表示
実行コンフィギュレーションとスタートアップ コンフィギュレーションを表示するには、次のコマン
ドを使用します。

• 実行コンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show running-config

• 特定コマンドの実行コンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを入力します。
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hostname# show running-config command

• スタートアップ コンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show startup-config

コンフィギュレーション設定の消去と削除
設定を消去するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

• 指定したコマンドのすべての設定を消去するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear configure configurationcommand [level2configurationcommand]

このコマンドによって、指定したコンフィギュレーション コマンドの現在のすべての設定が消去
されます。コマンドの特定バージョンのコンフィギュレーションだけをクリアする場合は、
level2configurationcommand に値を入力します。
たとえば、すべての aaa コマンドのコンフィギュレーションをクリアするには、次のコマンドを入
力します。
hostname(config)# clear configure aaa

aaa authentication コマンドのコンフィギュレーションだけをクリアするには、次のコマンドを入
力します。
hostname(config)# clear configure aaa authentication

• コマンドの特定のパラメータまたはオプションをディセーブルにするには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config)# no configurationcommand [level2configurationcommand] qualifier

この場合、no コマンドを使用して、qualifier で特定されるコンフィギュレーションを削除します。
たとえば、特定の nat コマンドを削除するには、次のように、それを一意に識別するのに十分なコ
マンドを入力します。
hostname(config)# no nat (inside) 1

• スタートアップ コンフィギュレーションを削除するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# write erase

• 実行コンフィギュレーションを削除するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear configure all

（注）

マルチ コンテキスト モードでは、システム コンフィギュレーションから clear configure all
を入力すると、すべてのコンテキストを削除し、実行中のコンフィギュレーションを停止する
ことにもなります。

テキスト コンフィギュレーション ファイルのオフラインでの作成
このマニュアルでは、FWSM を設定するための CLI の使用方法について説明しています。コマンドを
保存すると、変更内容はテキスト ファイルに書き込まれます。一方、CLI を使用する代わりに、テキ
スト ファイルを PC で直接編集して、コンフィギュレーション モードのコマンドライン プロンプトか
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ら、コンフィギュレーションを全部または 1 行ずつペーストすることができます。FWSM の内部フ
ラッシュ メモリにテキスト ファイルをダウンロードすることもできます。コンフィギュレーション
ファイルを FWSM にダウンロードする方法の詳細については、第 24 章「ソフトウェア、ライセンス、
および設定の管理」を参照してください。
ほとんどの場合、このマニュアルで説明するコマンドには、CLI プロンプトが先行します。次に、プロ
ンプト「hostname(config)#」の例を示します。
hostname(config)# context a

コマンドの入力が要求されないテキスト コンフィギュレーション ファイルの場合は、プロンプトは次
のように省略されます。
context a

テキスト コンフィギュレーション ファイルのフォーマッティングの詳細については、付録 C「コマン
ドライン インターフェイスの使用方法」を参照してください。
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セキュリティ コンテキストの設定
この章では、マルチセキュリティ コンテキストを設定する方法について説明します。内容は次のとお
りです。

• 「セキュリティ コンテキストの概要」（P.4-1）
• 「マルチ コンテキスト モードのイネーブル化とディセーブル化」（P.4-10）
• 「ルール用のメモリの管理」（P.4-11）
• 「リソース管理の設定」（P.4-22）
• 「セキュリティ コンテキストの設定」（P.4-27）
• 「コンテキストとシステム実行スペースの切り替え」（P.4-31）
• 「セキュリティ コンテキストの管理」（P.4-32）

セキュリティ コンテキストの概要
1 つの FWSM をいくつかのパーティションに分けて複数の仮想デバイス（セキュリティ コンテキスト
と呼びます）に配置できます。各コンテキストには独自のセキュリティ ポリシー、インターフェイス、
および管理者が与えられます。マルチ コンテキストは、複数のスタンドアロン デバイスを使用するこ
とに似ています。マルチコンテキスト モードでは、ルーティング テーブル、ファイアウォール機能、
管理など数多くの機能がサポートされています。ほとんどのダイナミック ルーティング プロトコルな
ど一部の機能はサポートされていません。
この項では、セキュリティ コンテキストの概要について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「セキュリティ コンテキストの一般的な使用方法」（P.4-2）
• 「サポートされていない機能」（P.4-2）
• 「コンテキスト コンフィギュレーション ファイル」（P.4-2）
• 「FWSM によるパケットの分類方法」（P.4-3）
• 「コンテキスト間でのインターフェイスの共有」（P.4-7）
• 「セキュリティ コンテキストへの管理アクセス」（P.4-9）
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セキュリティ コンテキストの一般的な使用方法
マルチセキュリティ コンテキストを使用する状況には次のようなものがあります。

• サービス プロバイダーとして、多くの顧客にセキュリティ サービスを販売しようとしている場合。
FWSM 上でマルチセキュリティ コンテキストをイネーブルにすることによって、費用対効果の高
い、省スペース ソリューションを実装できます。このソリューションでは、カスタマーのトラ
フィックすべての分離とセキュリティが確保され、設定も容易です。

• 大企業または大学のキャンパスで、それぞれの部門を完全に独立させようとしている場合。
• 企業で部門ごとに異なるセキュリティ ポリシーを適用しようとしている場合。
• 複数のファイアウォールが必要なネットワークを使用する場合。

サポートされていない機能
マルチコンテキスト モードでは、次の機能はサポートしません。

• ほとんどのダイナミック ルーティング プロトコル。BGP スタブ モードはサポートされています。
セキュリティ コンテキストがサポートするのは、スタティック ルートまたは BGP スタブ モード
だけです。マルチコンテキスト モードで OSPF または Routing Information Protocol（RIP）をイ
ネーブルにすることはできません。ただし、Route Health Injection を設定して、スタティック ア
ドレス、接続されたアドレス、および NAT アドレスを MSFC ルーティング テーブルに注入するこ
とはできます。「Route Health Injection の設定」（P.8-36）を参照してください。

• マルチキャスト ルーティング。マルチキャスト ブリッジはサポートされています。

コンテキスト コンフィギュレーション ファイル
ここでは、FWSM でマルチ コンテキスト モードのコンフィギュレーションがどのように実装されるか
について説明します。内容は次のとおりです。

• 「コンテキスト コンフィギュレーション」（P.4-2）
• 「システム コンフィギュレーション」（P.4-2）
• 「管理コンテキストの設定」（P.4-3）

コンテキスト コンフィギュレーション
FWSM には、セキュリティ ポリシー、インターフェイス、およびスタンドアロン デバイスで設定でき
るほとんどのオプションを識別するコンテキストごとのコンフィギュレーションが含まれます。コンテ
キスト コンフィギュレーションは、内部フラッシュ メモリまたは外部フラッシュ メモリ カードに保存
することも、TFTP サーバ、FTP サーバ、または HTTP（S）サーバからダウンロードすることもでき
ます。

システム コンフィギュレーション
システム管理者は、各コンテキスト コンフィギュレーションの場所、割り当てられたインターフェイ
ス、およびその他のコンテキスト操作パラメータをシステム コンフィギュレーションに設定すること
で、コンテキストを追加および管理します。このコンフィギュレーションは、シングルモードのコン
フィギュレーション同様、スタートアップ コンフィギュレーションです。システム コンフィギュレー
ションは、FWSM の基本設定を識別します。システム コンフィギュレーションには、システムそのも
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ののネットワーク インターフェイスまたはネットワーク設定値は含みません。システムがネットワー
ク リソースにアクセスする必要がある場合に（サーバからコンテキストをダウンロードする場合な
ど）、管理（admin ）コンテキストとして指定されたコンテキストの 1 つを使用します。システム コン
フィギュレーションに含まれているものに、フェールオーバー トラフィック専用の特殊なフェール
オーバー インターフェイスがあります。

管理コンテキストの設定
管理コンテキストは、他のコンテキストとまったく同じです。ただ、ユーザが管理コンテキストにログ
インすると、システム管理者権限を持つので、システム コンテキストおよび他のすべてのコンテキス
トにアクセス可能になる点が異なります。管理コンテキストは制限されていないため、通常のコンテキ
ストとして使用できます。ただし、管理コンテキストにログインすると、すべてのコンテキストへの管
理者特権が付与されるため、場合によっては、管理コンテキストへのアクセスを適切なユーザに制限す
る必要があります。管理コンテキストは、リモートではなくフラッシュ メモリに置く必要があります。
システムがすでにマルチ コンテキスト モードになっている場合、またはシングルモードから変換され
た場合、管理コンテキストが admin.cfg と呼ばれるファイルとして内部フラッシュ メモリに自動的に
作成されます。このコンテキストは「admin」と名付けられます。admin.cfg を管理コンテキストとし
て使用しない場合は、管理コンテキストを変更できます。

FWSM によるパケットの分類方法
FWSM に入ってくるパケットはいずれも分類する必要があります。その結果、FWSM は、どのコンテ
キストにパケットを送信するかを決定できます。FWSM では、すべてのインターフェイスで 1 つのグ
ローバル MAC アドレスだけが使用されます。通常、マルチコンテキストでインターフェイスを共有し
ていないかぎり、1 つの MAC アドレスでも問題になることはありません。すべての IP アドレスが同
じ MAC アドレスに解決される場合、ルータでは同じネットワーク上の IP アドレスにパケットを転送
できません。さらに、MAC アドレスは別個のインターフェイス間で移動するため、スイッチのブリッ
ジング テーブルが常に変化します。セキュリティ コンテキストの分類機能は、このような状況を解決
することを目的としています。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「有効な分類子の基準」（P.4-3）
• 「無効な分類子の基準」（P.4-4）
• 「分類の例」（P.4-5）

有効な分類子の基準
入力インターフェイスに関連付けられているコンテキストが 1 つだけの場合、FWSM はパケットをそ
のコンテキストに分類します。トランスペアレント ファイアウォール モードでは、各コンテキストに
固有のインターフェイスが必要なため、この方法は、常にパケット分類の目的で使用されます。トラン
スペアレント モードでは、共有管理 VLAN は唯一の例外です。インターフェイスを宛先とした管理ト
ラフィックの場合、インターフェイス IP アドレスは分類に使用されます。
マルチコンテキストでインターフェイスが共有される場合、分類機能ではパケットを代行受信し、宛先
IP アドレス検索を実行します。その他のすべてのフィールドは無視され、宛先 IP アドレスだけが使用
されます。分類に宛先アドレスを使用するには、分類子が、各セキュリティ コンテキストの背後にあ
るサブネットを認識できる必要があります。分類機能では、アクティブな NAT セッションに基づいて
各コンテキスト内のサブネットを判別します。アクティブな NAT セッションは、static コマンド（永
久的なセッションが作成される）またはアクティブなダイナミック NAT セッションを使用して作成さ
れます。
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たとえば、コンテキスト管理者が各コンテキストの static コマンドを次のように設定した場合、分類子
はサブネット 10.10.10.0、10.20.10.0、および 10.30.10.0 を認識します。

• コンテキスト A：
static (inside,shared) 10.10.10.0 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0

• コンテキスト B：
static (inside,shared) 10.20.10.0 10.20.10.0 netmask 255.255.255.0

• コンテキスト C：
static (inside,shared) 10.30.10.0 10.30.10.0 netmask 255.255.255.0

ダイナミック NAT を使用する場合は、実ホストで共有インターフェイスを介して接続が作成されたと
きにアクティブな NAT セッションが作成されます。ホストに戻るトラフィックについては、アクティ
ブな NAT セッションを使用してパケットが分類されます。
異なるコンテキスト間のオーバーラップの可能性、つまり接続の問題につながるような状況をすばやく
特定するには、システム実行スペースで show np 3 static コマンドを入力します。

（注）

インターフェイス宛ての管理トラフィックでは、インターフェイス IP アドレスが分類に使用されます。

無効な分類子の基準
次のコンフィギュレーションは、パケットの分類に使用されません。

• NAT 除外：NAT 除外ではマップ（共有）インターフェイスは識別されないため、分類機能では分
類目的で NAT 除外コンフィギュレーションは使用されません。
• ルーティング テーブル：分類機能では、分類にルーティング テーブルは使用されません。たとえ
ば、コンテキストにサブネットへのネクストホップとして外部ルータをポイントするスタティック
ルートが含まれる場合、および異なるコンテキストに同一サブネットの static コマンドが含まれる
場合、分類機能では static コマンドを使用してそのサブネット宛てのパケットを分類し、スタ
ティック ルートは無視します。
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分類の例
図 4-1 に、内部インターフェイスが固有であるのに対し、外部インターフェイスをマルチコンテキスト
で共有し、IP アドレスのオーバーラップを認めている状態を示します。コンテキスト B には宛先アド
レスに一致するアドレス変換が含まれるため、分類子はパケットをコンテキスト B に割り当てます。
図 4-1

共有インターフェイスを使用したパケット分類
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209.165.201.3 10.1.1.13
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VLAN 250

VLAN 300

ࠞࠬ࠲ࡑ A
ౝㇱ

ࠞࠬ࠲ࡑ B
ౝㇱ

ࡎࠬ࠻
10.1.1.13

ࡎࠬ࠻
10.1.1.13

ࡎࠬ࠻
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内部ネットワークからのものを含め、新たに着信するトラフィックすべてが分類される点に注意してく
ださい。図 4-2 に、内部ネットワークのコンテキスト B 上のホストがインターネットにアクセスしてい
る場合を示します。入力側インターフェイス VLAN 300 がコンテキスト B に割り当てられているため、
分類機能はパケットをコンテキスト B に割り当てています。
図 4-2

内部ネットワークからの着信トラフィック

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

VLAN 100
▤ℂ
ࠦࡦ࠹ࠠࠬ࠻

ࠦࡦ࠹ࠠࠬ࠻ A

ࠦࡦ࠹ࠠࠬ࠻ B

FWSM

FWSM

FWSM

VLAN 250

VLAN 300

ಽ㘃ሶ

VLAN 200

ࠞࠬ࠲ࡑ A
ౝㇱ

ࠞࠬ࠲ࡑ B
ౝㇱ

ࡎࠬ࠻
10.1.1.13

ࡎࠬ࠻
10.1.1.13

ࡎࠬ࠻
10.1.1.13

92897

▤ℂ
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
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図 4-3 に、トランスペアレント ファイアウォールを使用する場合にインターネットにアクセスする
ネットワーク内のコンテキスト B のホストを示します。入力側インターフェイス VLAN 300 がコンテ
キスト B に割り当てられているため、分類機能はパケットをコンテキスト B に割り当てています。
図 4-3

トランスペアレント ファイアウォールのコンテキスト
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コンテキスト間でのインターフェイスの共有
FWSM では、コンテキスト間でインターフェイスを共有できます。トランスペアレント モードでは、
管理専用 VLAN のみを共有できます。すべての通過トラフィック インターフェイスは一意でなければ
なりません。インターフェイス宛ての管理トラフィックでは、インターフェイス IP アドレスが分類に
使用されます。ルーテッド モードの管理専用以外の VLAN では、パケット分類要件は、インターフェ
イスを共有できなくなることがあります。分類機能ではアクティブな NAT セッションに基づいてコン
テキストへの宛先アドレスが分類されるため、この機能は NAT の設定方法によって制限されます。
NAT を実行しない場合は、固有のインターフェイスを使用する必要があります。
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（注）

FWSM では、あるコンテキストの外部インターフェイスを別のコンテキストの内部インターフェイス
と共有することはできません（カスケード コンテキストと呼ばれます）。あるコンテキストで（高セ
キュリティ インターフェイスから低セキュリティ インターフェイスへ）発信されたトラフィックは、
（低セキュリティから高セキュリティへの）着信トラフィックとしてだけ別のコンテキストに入ること
ができます。両方のコンテキストで発信となったり、両方のコンテキストで着信となったりすることは
ありません。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「NAT とトラフィックの発信元」（P.4-8）
• 「外部インターフェイスの共有」（P.4-8）
• 「内部インターフェイスの共有」（P.4-8）

NAT とトラフィックの発信元
設定する NAT のタイプによって、共有インターフェイスでトラフィックを発信できるかどうか、また
は既存の接続への応答だけが可能かどうかが決まります。ダイナミック NAT を使用する場合、実アド
レスへの接続を開始することはできません。このため、共有インターフェイスからのトラフィックは、
既存の接続への応答でなければなりません。ただし、スタティック NAT では接続を開始できるため、
共有インターフェイス上で接続を開始できます。

外部インターフェイスの共有
外部共有インターフェイス（インターネットへの接続など）を使用している場合、内部の宛先アドレス
は制限され、システム管理者に通知されます。このため、スタティック NAT であっても、これらのア
ドレスに対しては容易に NAT を設定できます。

内部インターフェイスの共有
ただし、宛先アドレスに制限のない環境で共有インターフェイスとインターネット間の通信を許可する
場合、内部共有インターフェイスの設定によって問題が生じます。たとえば、共有インターフェイス上
の内部ホストからインターネットへのトラフィックの開始を許可する場合、各インターネット アドレ
スに対してスタティック NAT を設定する必要があります。この要件により、必然的に内部共有イン
ターフェイス上のユーザに提供できるインターネット アクセスの種類が制限されます （インターネッ
ト サーバのアドレスをスタティックに変換する場合は、DNS エントリのアドレスと NAT によってそ
れがどのような影響を受けるかということも考慮する必要があります。たとえば、サーバが
www.example.com にパケットを送信した場合、DNS サーバは変換されるアドレスを戻す必要があり
ます。NAT コンフィギュレーションによって DNS エントリの管理が決定されます）。
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図 4-4 に、内部共有インターフェイス上の 2 つのサーバを示します。一方のサーバは Web サーバの変
換対象アドレスにパケットを送信し、FWSM がパケットを分類してコンテキスト C に流します。コン
テキスト C でそのアドレスがスタティック変換されるためです。他方のサーバは変換されない実アド
レスにパケットを送信しますが、FWSM がパケットを分類できないので、そのパケットは廃棄されま
す。
図 4-4

共有インターフェイス上を発信元とするトラフィック
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セキュリティ コンテキストへの管理アクセス
FWSM では、マルチ コンテキスト モードでのシステム管理アクセスと、各コンテキスト管理者のアク
セスを提供します。ここでは、システム管理者またはコンテキスト管理者としてのログインについて説
明します。内容は次のとおりです。

• 「システム管理者のアクセス」（P.4-9）
• 「コンテキスト管理者のアクセス」（P.4-10）

システム管理者のアクセス
FWSM にシステム管理者としてアクセスするには、次の 2 つの方法があります。
• スイッチから FWSM へのセッションを開始します。
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スイッチからシステム実行スペースにアクセスします。

• Telnet、SSH、または ASDM を使用して管理コンテキストにアクセスする 管理コンテキストでは、
最大 15 個の SSH または Telnet セッションを使用できます。

Telnet、SSH、および SDM アクセスをイネーブルにするには、第 23 章「管理アクセスの設定」
を参照してください。
システム管理者として、すべてのコンテキストにアクセスできます。
管理者またはシステムからコンテキストに変更すると、ユーザ名はデフォルトの「enable_15」に変わ
ります。そのコンテキストでコマンド認可を設定した場合は、「enable_15」というユーザの認可特権
を設定するか、またはコンテキストのコマンド認可コンフィギュレーションで十分な特権を与えられる
別の名前でログインできます。ユーザ名でログインするには、login コマンドを入力します。
たとえば、「admin」というユーザ名で管理コンテキストにログインします。管理コンテキストにコマ
ンド認可コンフィギュレーションはありませんが、それ以外のすべてのコンテキストにはコマンド認可
があります。便宜上、各コンテキスト コンフィギュレーションには、最大特権を持つ「admin」がユー
ザとして含まれています。管理コンテキストからコンテキスト A に変更したら、ユーザ名が変わるた
め、login コマンドを入力して再度「admin」でログインする必要があります。コンテキスト B に変更
したら、再度 login コマンドを入力して、「admin」でログインする必要があります。

コンテキスト管理者のアクセス
Telnet、SSH、または ASDM を使用して、コンテキストにアクセスできます。管理外コンテキストに
ログインすると、アクセスできるのはそのコンテキストのコンフィギュレーションだけになります。そ
のコンテキストに個別のログインを付与できます。Telnet、SSH、および SDM アクセスをイネーブル
にして管理認証を設定するには、第 23 章「管理アクセスの設定」を参照してください。

マルチ コンテキスト モードのイネーブル化とディセーブル
化
シスコへの発注方法によっては、FWSM がすでにマルチ セキュリティ コンテキスト用に設定されてい
る場合があります。ただし、アップグレードする場合は、この項で説明する手順に従ってシングルモー
ドからマルチモードに変換することが必要になる場合があります。ASDM ではモードの変更はサポー
トされていないため、CLI を使用してモードを変更する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「シングルモード コンフィギュレーションのバックアップ」（P.4-10）
• 「マルチ コンテキスト モードのイネーブル化」（P.4-11）
• 「シングル コンテキスト モードの復元」（P.4-11）

シングルモード コンフィギュレーションのバックアップ
シングルモードからマルチモードに変換すると、FWSM は実行コンフィギュレーションを 2 つのファ
イルに変換します。元のスタートアップ コンフィギュレーションは保存されないため、実行コンフィ
ギュレーションと異なる場合は、手順を進める前にバックアップを取る必要があります。
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マルチ コンテキスト モードのイネーブル化
コンテキスト モード（シングルまたはマルチ）は、リブートされても持続されますが、コンフィギュ
レーション ファイルには保存されません。コンフィギュレーションを別のデバイスにコピーする必要
がある場合は、mode コマンドを使用して、新規デバイスのモードを match に設定します。
シングル モードからマルチ モードに変換すると、FWSM は実行コンフィギュレーションを 2 つのファ
イルに変換します。システム コンフィギュレーションで構成される新規スタートアップ コンフィギュ
レーションと、（内部フラッシュ メモリのルート ディレクトリの）管理コンテキストで構成される
admin.cfg です。元の実行コンフィギュレーションは、old_running.cfg として（内部フラッシュ メモ
リのルート ディレクトリに）保存されます。元のスタートアップ コンフィギュレーションは保存され
ません。FWSM は、管理コンテキストのエントリをシステム コンフィギュレーションに「admin」と
いう名前で自動的に追加します。
マルチ モードをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mode multiple

FWSM をリブートするよう求められます。

シングル コンテキスト モードの復元
マルチ モードからシングル モードに変換する場合は、先にスタートアップ コンフィギュレーション全
体（使用可能な場合）を FWSM にコピーすることを推奨します。マルチ モードから継承されるシステ
ム コンフィギュレーションは、シングル モード デバイスで完全に機能するコンフィギュレーションで
はありません。たとえば、可能な場合はシングルモードの旧実行コンフィギュレーションを、スタート
アップ コンフィギュレーションとして復元できます。システム コンフィギュレーションには、コン
フィギュレーションの一部としてネットワーク インターフェイスが含まれていないので、スイッチ
セッションから FWSM にアクセスし、コピーを実行する必要があります。
以前の実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーしてモードを
シングルモードに変更するには、システム実行スペースで次の手順を実行します。
ステップ 1

元の実行コンフィギュレーションのバックアップ バージョンを現在のスタートアップ コンフィギュ
レーションにコピーするには、システムの実行スペースで次のコマンドを入力します。
hostname(config)# copy old_running.cfg startup-config

ステップ 2

モードをシングルモードに設定するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mode single

FWSM がリブートします。

ルール用のメモリの管理
FWSM は、システム全体で固定数のルールをサポートしています。マルチコンテキスト モードでは、
FWSM はルール コンフィギュレーションに割り当てられたメモリをパーティションに分割し、各コン
テキストをパーティションに割り当てます。ここでは、ルールの割り当ての仕組みとメモリ パーティ
ションの管理方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「メモリ パーティションの概要」（P.4-12）
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• 「デフォルトのルール割り当て」（P.4-12）
• 「メモリ パーティションの数の設定」（P.4-13）
• 「メモリ パーティション サイズの変更」（P.4-15）
• 「特定のメモリ パーティションに対する機能間でのルールの再割り当て」（P.4-19）

メモリ パーティションの概要
マルチコンテキスト モードでは、FWSM はルール コンフィギュレーションに割り当てられたメモリを
パーティションに分割し、各コンテキストをパーティションに割り当てます。デフォルトでは、コンテ
キストは、ACE、AAA ルールなど最大数のルールを提供する 12 のパーティションのうちの 1 つに属
します。ルールの限度のリストについては、「デフォルトのルール割り当て」を参照してください。

FWSM は各コンテキストを、スタートアップ時にロードされる順序でパーティションに割り当てます。
たとえば、12 のコンテキストを使用しており、ルールの最大数が 14,103 の場合、各コンテキストは独
自のパーティションに割り当てられ、14,103 のルールを使用できます。さらに 1 つのコンテキストを
追加すると、コンテキスト番号 1 および新しいコンテキスト番号 13 の両方がパーティション 1 に割り
当てられるので、2 つのコンテキストが 14,103 のルールを共有します。他の 11 のコンテキストは単独
で 14,103 のルールを使用できます。コンテキストを削除してもパーティションのメンバーシップには
影響しません。したがって、再起動してコンテキストを均等に割り当てるまでは、コンテキストの割り
当てが不均一になります。

（注）

ルールは、先着順で使用されるので、コンテキストによっては使用するルールが他のコンテキストより
も多くなることがあります。
メモリ パーティションを管理するには、コンテキストをパーティションに手動で割り当て（「セキュリ
（P.4-27）を参照）、使用しているコンテキスト数と一致するようにパーティ
ティ コンテキストの設定」
ション数を減らし（「メモリ パーティションの数の設定」（P.4-13）を参照）、パーティションのサイズ
を変更し（「メモリ パーティション サイズの変更」（P.4-15）を参照）、機能間でルールを再割り当てし
ます（「特定のメモリ パーティションに対する機能間でのルールの再割り当て」（P.4-19）を参照）。

デフォルトのルール割り当て
表 4-1 に、デフォルトの 12 のメモリ パーティションに対してマルチコンテキスト モードで使用できる
機能タイプ別のデフォルト数のルールを示します。

（注）

アクセス リストの中には、他のアクセス リストよりも多量のメモリを消費するものもあります。また、
アクセス リストのタイプによっては、システムでサポートできる実際の制限値が最大値よりも小さく
なります。ACE とメモリ使用率の詳細については、「ACE の最大数」（P.13-6）を参照してください。
表 4-1

デフォルトのルール割り当て

パーティションあたりの最大（121 のパーティ
ションの場合）

仕様

1345

AAA ルール
ACE
established コマンド
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14,801
2

96
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表 4-1

デフォルトのルール割り当て （続き）

仕様

パーティションあたりの最大（121 のパーティ
ションの場合）

フィルタ ルール

576

ICMP、Telnet、SSH、および HTTP ルール
ポリシー NAT ACE

3

384
384

検査ルール

1537

合計ルール

19,219

1. 12 以外のパーティションのデフォルト値を表示するには、show resource rule コマンドを使用します。
2. それぞれの established コマンドで制御ルールとデータ ルールが作成されるため、この値は「合計ルール」値で 2
倍になります。

3. この制限値はリリース 2.3 の値を下回っています。

メモリ パーティションの数の設定
パーティションの数を増やすと、各パーティションのデフォルト サイズが小さくなります。パーティ
（P.4-15）を参照）、設定
ション サイズを手動で設定した場合（「メモリ パーティション サイズの変更」
済みのサイズが新しいパーティション サイズ（小さくなったもの）と矛盾する可能性があります。設
定済みの現在のサイズが新しいパーティションに適合しない場合、FWSM では新しいメモリ パーティ
ション コンフィギュレーションを拒否します。
また、FWSM ではルールの割り当ても確認します（「特定のメモリ パーティションに対する機能間で
のルールの再割り当て」（P.4-19）を参照）。機能間でルールを手動で割り当てており、割り当て済みの
ルールの合計数が使用可能なルール数を超えた場合、FWSM では新しいメモリ パーティション コン
フィギュレーションを拒否します。同様に、機能ごとのルールの絶対最大数を超えた場合も、FWSM
では新しいメモリ パーティション コンフィギュレーションを拒否します。

（注）

パーティションの数を変更した場合、FWSM をリロードする必要があります。

注意事項

注意

次のガイドラインに従わない場合、アクセス リスト コンフィギュレーションがドロップされたり、
ACL ツリー破壊などのその他の異常が発生したりする可能性があります。

• ターゲット パーティションおよびルール割り当て設定は、すべての既存のコンテキストおよび
ルールを適用できるように、事前に非実稼動環境で注意して計算、計画および可能であればテスト
してください。

• フェールオーバーが使用される場合、パーティション変更後に両方の FWSM が同時にリロードさ
れる必要があります。両方の FWSM をリロードすると、ゼロダウンタイムのリロードを回避でき
ず機能停止が発生します。パーティションまたはルール制限の数が異なる 2 つの FWSM はフェー
ルオーバーで同期化されることはありません。

手順の詳細
メモリ パーティションの数を変更する手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

コンテキストとメモリ パーティションの現在のマッピングを表示するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# show resource acl-partition

次に、2 つのメモリ パーティションが設定されている場合の出力例を示します。
hostname(config)# show resource acl-partition
Total number of configured partitions = 2
Partition #0
Mode
:exclusive
List of Contexts
:bandn, borders
Number of contexts
:2(RefCount:2)
Number of rules
:0(Max:53087)
Partition #1
Mode
:non-exclusive
List of Contexts
:admin, momandpopA, momandpopB, momandpopC
momandpopD
Number of contexts
:5(RefCount:5)
Number of rules
:6(Max:53087)

排他的パーティションおよび包括的パーティションの詳細については、「セキュリティ コンテキストの
設定」（P.4-27）を参照してください。
ステップ 2

システム実行スペースで次のコマンドを入力して、パーティションの数を設定します。
hostname(config)# resource acl-partition number_of_partitions

number_of_partitions は 1 ～ 12 です。
（注）

パーティション番号は 0 から始まります。したがって、パーティションが 12 個ある場合、
パーティション番号は 0 ～ 11 になります。パーティション番号は、メモリ パーティションの
カスタマイズ、およびコンテキストのパーティションへの割り当てに使用されます。
後から clear configure all を入力して、デフォルト設定に戻した場合、resource acl-partition
コマンドはデフォルトには戻りません。このコマンドをデフォルトに戻すには、no resource
acl-partition コマンドを入力する必要があります。

次のメッセージが表示されます。
WARNING: This command leads to re-partitioning of ACL Memory.
It will not take affect until you save the configuration and reboot.

ステップ 3

FWSM をリロードして変更を適用するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# reload

フェールオーバーを使用している場合は、数秒間待ってからスタンバイ ユニットもリロードしてくだ
さい。スタンバイ ユニットは自動的にはリロードされません。また、メモリ パーティションは両方の
装置で一致している必要があります。両方の装置が同時にダウンするため、トラフィック ロスが生じ
る可能性があります。
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（注）

あとでセカンダリ ユニットを追加し、新しいセカンダリ ユニットで設定が同期されたら、即座
にセカンダリ ユニットをリロードしてメモリ パーティションが同じになるようにしてくださ
い。初回同期時には、設定はセカンダリ ユニットのメモリ パーティションに正しく適合しない
場合があります。ただし、リロードして設定をもう一度同期すると、セカンダリ ユニットは正
常な状態になります。

メモリ パーティション サイズの変更
FWSM では、各パーティションのメモリ サイズを設定できます。
（注）

パーティション サイズを変更した場合、FWSM をリロードする必要があります。

注意事項

注意

次のガイドラインに従わない場合、アクセス リスト コンフィギュレーションがドロップされたり、
ACL ツリー破壊などのその他の異常が発生したりする可能性があります。

• ターゲット パーティションおよびルール割り当て設定は、すべての既存のコンテキストおよび
ルールを適用できるように、事前に非実稼動環境で注意して計算、計画および可能であればテスト
してください。

• フェールオーバーが使用される場合、パーティション変更後に両方の FWSM が同時にリロードさ
れる必要があります。両方の FWSM をリロードすると、ゼロダウンタイムのリロードを回避でき
ず機能停止が発生します。パーティションまたはルール制限の数が異なる 2 つの FWSM はフェー
ルオーバーで同期化されることはありません。

• パーティション サイズを設定する前にパーティション数を変更してください。パーティション数
を変更すると、パーティションあたりのルールの合計数に影響します。たとえば、パーティション
数を増やすと、各パーティションで使用可能なルール数が少なくなります。そのため、パーティ
ション サイズのコンフィギュレーションが無効になり、すべてのパーティション サイズの再設定
が必要になる場合があります。パーティション数を変更した場合、パーティション サイズを変更
する前に FWSM をリロードする必要があります。つまり、パーティション サイズの変更時に 2 回
めのリロードが必要になります。

• パーティション サイズを設定する前に特定のパーティションにコンテキストを割り当ててくださ
い（「セキュリティ コンテキストの設定」（P.4-27）を参照）。パーティションに現在割り当てられ
ているコンテキストに基づいてすべてのパーティション サイズを計画する場合、コンテキストを
明確に割り当てていないと、コンテキストの割り当てがリロード後に変更される危険があります
（コンテキストを追加または削除した場合など）。

• パーティションのサイズを小さくする場合は、事前に他のパーティションのサイズを大きくしてく
ださい。使用可能な空き領域がない場合、FWSM でサイズを大きくすることはできません。
• 既存の ACE の数が新しいパーティション サイズに適合しない場合、サイズ変更は拒否されます。
• FWSM では、コンテキストを割り当てるためのメモリ パーティションのほか、ルールの変更を処
理するためのバックアップ ツリー パーティションが使用されます。そのため、トラフィックでは、
新しいコンフィギュレーションが準備できるまで、古いコンフィギュレーションを引き続き使用で
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きます。バックアップ ツリーは、最大パーティションと同じ大きさにする必要があります。した
がって、一部のメモリは最大パーティションに合わせてバックアップ ツリーに自動的に割り当て
られます。そのため、計算時にはバックアップ ツリーを必ず考慮してください。

• パーティションのサイズを小さくした場合、FWSM ではルールの割り当てを確認します（「特定の
メモリ パーティションに対する機能間でのルールの再割り当て」（P.4-19）を参照）。機能間でルー
ルを手動で割り当てており、割り当て済みのルールの合計数が使用可能なルール数を超えた場合、

FWSM ではパーティションのサイズ変更を拒否します。同様に、機能ごとのルールの絶対最大数
を超えた場合も、FWSM ではパーティションのサイズ変更を拒否します。
手順の詳細
メモリ パーティションのサイズを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

現在のパーティション サイズを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show resource partition

次に、12 の各パーティションでデフォルトの 19,219 のルールが使用されている場合の出力例を示しま
す（これは単なる例であり、実際のシステムで使用されているルールの数と異なる場合があります）。
バックアップ ツリーは常に最大パーティション サイズと一致します。そのため、バックアップ ツリー
でも 19,219 のルール（合計で 249,847 のルール）が使用されます。
hostname(config)# show resource partition
Bootup
Current
Partition
Default Partition
Configured
Number
Size
Size
Size
-----------+---------+----------+----------0
19219
19219
19219
1
19219
19219
19219
2
19219
19219
19219
3
19219
19219
19219
4
19219
19219
19219
5
19219
19219
19219
6
19219
19219
19219
7
19219
19219
19219
8
19219
19219
19219
9
19219
19219
19219
10
19219
19219
19219
11
19219
19219
19219
backup tree
19219
19219
19219
-----------+---------+----------+----------Total
249847
249847
249847
Total Partition size - Configured size = Available to allocate
249847
249847
=
0

また、show resource acl-partition コマンドを使用して、コンテキストとパーティションの現在のマッ
ピングを表示できます。
ステップ 2

サイズを小さくするパーティションを識別するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# resource partition number

number は、デフォルトでは 0 ～ 11 です。パーティション数を変更した場合、パーティション番号は 0
から始まります。したがって、パーティションが 10 個ある場合、パーティション番号は 0 ～ 9 になり
ます。
ステップ 3
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hostname(config-partition)# size number_of_rules

number は、パーティションに割り当てるルールの数です。この場合、show resource partition コマン
ドで示されたものより小さい数値を使用します。このコマンドをデフォルト設定に戻すには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
ステップ 4
ステップ 5

他のパーティションのサイズを小さくするには、ステップ 2 および 3 を繰り返します。
パーティション サイズを大きくするために現在使用可能なルールを表示するには、show resource

partition コマンドを入力します。
次に、パーティション 0 ～ 5 のサイズを 15,000 まで小さくした場合の出力例を示します。この出力例
は、25,314 のルールを他のパーティションに再割り当てできることを示しています。
hostname(config)# show resource partition
Bootup
Current
Partition
Default Partition
Configured
Number
Size
Size
Size
-----------+---------+----------+----------0
19219
19219
15000
1
19219
19219
15000
2
19219
19219
15000
3
19219
19219
15000
4
19219
19219
15000
5
19219
19219
15000
6
19219
19219
19219
7
19219
19219
19219
8
19219
19219
19219
9
19219
19219
19219
10
19219
19219
19219
11
19219
19219
19219
backup tree
19219
19219
19219
-----------+---------+----------+----------Total
249847
249847
224533
Total Partition size - Configured size = Available to allocate
249847
224533 =
25314

他の 6 個のパーティションとバックアップ ツリーに均等にルールを分配する場合、それぞれに 3,616
のルールを追加できます（2 つ残ります）。バックアップ ツリーは最大パーティションと同じ大きさに
する必要があるため、計算時には必ずバックアップ ツリーを考慮してください。たとえば、パーティ
ション 6 で 24,001 のルールを使用する場合、次のようにルールを割り当てることができます。

パーティション

ブート パーティショ
ン サイズ

設定済みのサイズ

相違点

6

19219

24001

4782

バックアップ ツ 19219
リー

24001

4782

7

19219

22369

3150

8

19219

22369

3150

9

19219

22369

3150

10

19219

22369

3150

11

19219

22369

3150
合計：25,314
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ステップ 6

サイズを大きくするパーティションを識別するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# resource partition number

number は、デフォルトでは 0 ～ 11 です。パーティション数を変更した場合、パーティション番号は 0
から始まります。したがって、パーティションが 10 個ある場合、パーティション番号は 0 ～ 9 になり
ます。
ステップ 7

パーティション サイズを大きくするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-partition)# size number_of_rules

number は、パーティションに割り当てるルールの数です。この場合、show resource partition コマン
ドで示されたものより大きい数値を使用します。このコマンドをデフォルト設定に戻すには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
ステップ 8

他のパーティションのサイズを大きくするには、ステップ 6 および 7 を繰り返します。

ステップ 9

FWSM をリロードして変更を適用するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# reload

フェールオーバーを使用している場合は、数秒間待ってからスタンバイ ユニットもリロードしてくだ
さい。スタンバイ ユニットは自動的にはリロードされません。また、メモリ パーティション サイズは
両方の装置で一致している必要があります。両方の装置が同時にダウンするため、トラフィック ロス
が生じる可能性があります。

（注）

あとでセカンダリ ユニットを追加し、新しいセカンダリ ユニットで設定が同期されたら、即座
にセカンダリ ユニットをリロードしてメモリ パーティションが同じになるようにしてくださ
い。初回同期時には、設定はセカンダリ ユニットのメモリ パーティションに正しく適合しない
場合があります。ただし、リロードして設定をもう一度同期すると、セカンダリ ユニットは正
常な状態になります。

たとえば、4 個のパーティションが存在し、パーティション 0 と 1 を 40,000 まで小さくし、パーティ
ション 2 と 3 をそれぞれ 56,616 と 56,615 まで大きくする場合、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show resource partition
Bootup
Current
Partition
Default Partition
Configured
Number
Size
Size
Size
-----------+---------+----------+----------0
49970
49970
49970
1
49969
49969
49969
2
49969
49969
49969
3
49969
49969
49969
backup tree
49970
49970
49970
-----------+---------+----------+----------Total
249847
249847
249847
Total Partition size - Configured size = Available to allocate
249847 249847 =
0
hostname(config)# resource partition 0
hostname(config-partition)# size 40000
hostname(config-partition)# resource partition 1
hostname(config-partition)# size 40000
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hostname(config-partition)# show resource partition
Bootup
Current
Partition
Default Partition
Configured
Number
Size
Size
Size
-----------+---------+----------+----------0
49970
49970
40000
1
49969
49969
40000
2
49969
49969
49969
3
49969
49969
49969
backup tree
49970
49970
49969
-----------+---------+----------+----------Total
249847
249847
249847
Total Partition size - Configured size = Available to allocate
249847 229907 =
19940
hostname(config-partition)#
hostname(config-partition)#
hostname(config-partition)#
hostname(config-partition)#

resource partition 2
size 56616
resource partition 3
size 56615

hostname(config-partition)# show resource partition
Bootup
Current
Partition
Default Partition
Configured
Number
Size
Size
Size
-----------+---------+----------+----------0
49970
49970
40000
1
49969
49969
40000
2
49969
49969
56616
3
49969
49969
56615
backup tree
49970
49970
56616
-----------+---------+----------+----------Total
249847
249847
249847
Total Partition size - Configured size = Available to allocate
249847 249847 =
0
hostname(config-partition)# reload

特定のメモリ パーティションに対する機能間でのルールの再割り当て
すべてのパーティションに対してグローバルにルールの割り当てを設定する方法については、「機能間
のルールの再割り当て」（P.A-8）を参照してください。特定のパーティションに対してルールの割り当
てを設定すると、グローバル設定が上書きされます。

注意事項

注意

次のガイドラインに従わない場合、アクセス リスト コンフィギュレーションがドロップされたり、
ACL ツリー破壊などのその他の異常が発生したりする可能性があります。

• ターゲット パーティションおよびルール割り当て設定は、すべての既存のコンテキストおよび
ルールを適用できるように、事前に非実稼動環境で注意して計算、計画および可能であればテスト
してください。
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• フェールオーバーが使用される場合、パーティション変更後に両方の FWSM が同時にリロードさ
れる必要があります。両方の FWSM をリロードすると、ゼロダウンタイムのリロードを回避でき
ず機能停止が発生します。パーティションまたはルール制限の数が異なる 2 つの FWSM はフェー
ルオーバーで同期化されることはありません。

手順の詳細
特定のパーティションに対してルールを再割り当てする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

各パーティションで使用可能なルールの合計数、デフォルト値、現在のルール割り当て、および機能ご
とに割り当てることができるルールの絶対最大数を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show resource rule partition [number]

次に、パーティション 0 のルールの最大数が 19,219 の場合の出力例を示します（これは単なる例であ
り、実際のシステムで使用されているルールの数と異なる場合があります）。
hostname(config)# show resource rule partition 0
Default Configured Absolute
CLS Rule
Limit
Limit
Max
-----------+---------+----------+--------Policy NAT
384
384
833
ACL
14801
14801
14801
Filter
576
576
1152
Fixup
1537
1537
3074
Est Ctl
96
96
96
Est Data
96
96
96
AAA
1345
1345
2690
Console
384
384
768
-----------+---------+----------+--------Total
19219
19219
Partition Limit - Configured Limit = Available to allocate
19219
19219
=
0

（注）

ステップ 2

パーティションのサイズを大きくしても、まだリロードしていなければ、以前のサイズ（小さ
いもの）におけるルールの最大数が引き続き表示されます。拡張後の限度値を表示するには、
リロードする必要があります。パーティションのサイズを小さくした場合は、まだリロードし
ていなくても、縮小後の新しいルール数が即座に反映されます。

現在使用されているルールの数を表示して、再割り当てを計画できるようにするには、次のコマンドを
入力します。
hostname(config)# show np 3 acl count partition_number

partition_number は、デフォルトでは 0 ～ 11 です。パーティション数を変更した場合、パーティショ
ン番号は 0 から始まります。したがって、パーティションが 10 個ある場合、パーティション番号は 0
～ 9 になります。
次に、show np 3 acl count コマンドの出力例を示します。この例では、最大値 9216 に近い検査数
（フィックスアップ ルール）が示されています。検査にいくつかのアクセス リスト ルール（ACL ルー
ル）を割り当て直すことができます。
hostname(config)# show np 3 acl count 0
-------------- CLS Rule Current Counts -------------CLS Filter Rule Count
:
0
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CLS
CLS
CLS
CLS
CLS
CLS
CLS
CLS
CLS
...

Fixup Rule Count
Est Ctl Rule Count
AAA Rule Count
Est Data Rule Count
Console Rule Count
Policy NAT Rule Count
ACL Rule Count
ACL Uncommitted Add
ACL Uncommitted Del

（注）

ステップ 3

:
:
:
:
:
:
:
:
:

9001
4
15
4
16
0
30500
0
0

established コマンドでは、コントロールとデータという 2 つのタイプのルールが作成されま
す。これらのタイプは両方とも表示されますが、両方のルールを割り当てるには、established
コマンドの数を設定します。これらのルールを別々に設定しないでください。

カスタマイズするパーティションを識別するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# resource partition number

number は、デフォルトでは 0 ～ 11 です。パーティション数を変更した場合、パーティション番号は 0
から始まります。したがって、パーティションが 10 個ある場合、パーティション番号は 0 ～ 9 になり
ます。
ステップ 4

機能間でルールを再割り当てするには、次のコマンドを入力します。1 つの機能の値を大きくした場合
は、その分だけ 1 つまたは複数の機能の値を小さくする必要があります。これにより、合計ルール数が
システム制限を超えなくなります。ステップ 1 を参照し、show resource rule コマンドを使用して許可
された合計ルール数を確認してください。
hostname(config-partition)# rule nat {max_policy_nat_rules | current | default | max}
acl {max_ace_rules | current | default | max}
filter {max_filter_rules | current | default | max}
fixup {max_inspect_rules | current | default | max}
est {max_established_rules | current | default | max}
aaa {max_aaa_rules | current | default | max}
console {max_console_rules | current | default | max}

このコマンドですべての引数を入力する必要があります。このコマンドはただちに有効になります。

nat max_nat_rules 引数には、ポリシー NAT ACE の最大数を 0 ～ 10000 の範囲内で設定します。
acl max_nat_rules 引数には、ACE の最大数を 0 ～ システム制限の範囲内で設定します。システム限度
は、設定したメモリ パーティションの数によって異なります。show resource rule コマンドの使用方
法については、ステップ 1 を参照してください。
filter max_nat_rules 引数には、フィルタ ルールの最大数を 0 ～ 6000 の範囲内で設定します。
fixup max_nat_rules 引数には、検査ルールの最大数を 0 ～ 10000 の範囲内で設定します。
est max_nat_rules 引数には、established コマンドの最大数を 0 ～ 716 の範囲内で設定します。
established コマンドでは、コントロールとデータという 2 つのタイプのルールが作成されます。これ
らのタイプは両方とも show np 3 acl count と show resource rules で表示されますが、established コ
マンドの数と相互に関連している est キーワードを使用して両方のルールを設定します。設定済みの
ルールの合計数と show コマンドで示されたルールの合計数を比較する際には、ここで入力する値を必
ず 2 倍にしてください。
aaa max_nat_rules 引数には、AAA ルールの最大数を 0 ～ 10000 の範囲内で設定します。
console max_nat_rules 引数には、ICMP、Telnet、SSH、および HTTP ルールの最大数を 0 ～ 4000 の
範囲内で設定します。
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current キーワードでは、現在設定されている値が保持されます。
default キーワードでは、ルールの最大数をデフォルトに設定します。
max キーワードでは、ルールを機能で許可されている最大数に設定します。他の機能はこの値に合わ
せて低く設定してください。

たとえば、パーティション 0 についてデフォルトの 14,801 の ACE からの 999 のルールを検査（デ
フォルトは 9,001）に再割り当てするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# resource partition 0
hostname(config-partition)# rule nat default acl 13802 filter default fixup 10000 est
default aaa default console default

リソース管理の設定
デフォルトでは、すべてのセキュリティ コンテキストは、コンテキストあたりの最大制限が適用され
ている場合を除いて、FWSM のリソースに無制限にアクセスできます。ただし、1 つ以上のコンテキ
ストがリソースを大量に使用しており、他のコンテキストが接続を拒否されている場合は、リソース管
理を設定してコンテキストごとのリソースの使用を制限できます。

（注）

FWSM はコンテキストあたりの帯域幅を制限しませんが、FWSM が搭載されているスイッチで
VLAN あたりの帯域幅を制限できます。詳細については、スイッチのマニュアルを参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「クラスおよびクラス メンバーの概要」（P.4-22）
• 「クラスの設定」（P.4-25）

クラスおよびクラス メンバーの概要
FWSM では、リソース クラスにコンテキストを割り当てることによって、リソースを管理します。各
コンテキストでは、クラスによって設定されたリソース制限が使用されます。ここでは、次の内容につ
いて説明します。
• 「リソース制限値」（P.4-22）
• 「デフォルト クラス」（P.4-24）
• 「クラス メンバー」（P.4-24）

リソース制限値
クラスを作成すると、FWSM は、クラスに割り当てられる各コンテキストに対してリソースの一部を
確保しなくなります。その代わりに、FWSM は、コンテキストの上限を設定します。リソースをオー
バーサブスクライブする場合、または一部のリソースを無制限にする場合は、少数のコンテキストがこ
れらのリソースを「使い果たし」、他のコンテキストへのサービスに影響する可能性があります。
すべてのリソースの制限は、デバイスで使用可能な合計に対するパーセンテージとして設定できます。
また、個々のリソースの制限をパーセンテージまたは絶対値として設定できます。
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全コンテキストに 100% を超えるリソースを割り当てると、FWSM のオーバーサブスクライブが可能
です。たとえば、接続がコンテキストあたり 20 % までに制限されるように Bronze クラスを設定し、
それから 10 個のコンテキストをそのクラスに割り当てれば、リソースの合計を 200 % にできます。コ
ンテキストがシステム制限を超えて同時に使用する場合、各コンテキストは意図した 20 % を下回りま
す。（図 4-5 を参照）。
図 4-5

リソースのオーバーサブスクライブ
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FWSM では、割合や絶対値ではなく、クラス内の 1 つ以上のリソースへの無制限アクセスを割り当て
ることができます。リソースが無制限の場合、コンテキストはシステムで使用可能な量までリソースを
使用できます。たとえば、コンテキスト A、B、および C をシルバー クラスに割り当て、各クラス メ
ンバーをシステム検査回数 / 秒の 1% に制限すると、合計で 3% になりますが、現在、3 つのコンテキ
ストで合計 2% しか使用していないとします。ゴールド クラスは無制限に検査を利用できます。この
場合、ゴールド クラスのコンテキストは、「未割り当て」検査の 97 % より多くを使用できます。コン
テキスト A、B、および C が合計限度である 3 % に到達しなくても、コンテキスト A、B、および C が
（図 4-6 を参照）。無制限アクセスの設定は、
現在使用していない 1 % を合わせて使用できるからです。
システムのオーバーサブスクライブ量を制御する機能が劣る点を除いて、FWSM のオーバーサブスク
ライブに類似しています。
図 4-6
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デフォルト クラス
すべてのコンテキストは、別のクラスに割り当てられていない場合はデフォルト クラスに属します。
コンテキストをデフォルト クラスに積極的に割り当てる必要はありません。
コンテキストがデフォルト クラス以外のクラスに属する場合、それらのクラス設定は常にデフォルト
クラス設定を上書きします。ただし、他のクラスに定義されていない設定がある場合、メンバー コン
テキストはそれらの制限にデフォルト クラスを使用します。たとえば、すべての同時接続に 2 % の制
限を設定したがその他の制限を設定せずにクラスを作成した場合、他のすべての制限はデフォルト ク
ラスから継承されます。逆に、すべてのリソースに 2% の限度を設定してクラスを作成した場合、その
クラスではデフォルト クラスの設定値は使用されません。
デフォルトでは、デフォルト クラスは、すべてのコンテキストにリソースへのアクセスを無制限に提
供します。ただし、次の制限が適用されます（この制限は、デフォルトではコンテキストあたりの最大
許容値が設定されます）。

• Telnet セッション：5 セッション。
• SSH セッション：5 セッション。
• IPSec セッション：5 セッション。
• MAC アドレス：65,535 エントリ。
図 4-7 に、デフォルト クラスと他のクラスの関係を示します。コンテキスト A および C は、いくつか
の制限が設定されたクラスに属しており、それ以外の制限はデフォルト クラスから継承します。コン
テキスト B は、属している Gold クラスですべての制限が設定されているため、デフォルト クラスから
制限値を継承しません。コンテキスト D はクラスに割り当てられなかったため、デフォルトでデフォ
ルト クラスのメンバーになります。
図 4-7
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クラス メンバー
クラスの設定を使用するには、コンテキストを定義するときに、そのコンテキストをクラスに割り当て
ます。すべてのコンテキストは、別のクラスに割り当てられていなければ、デフォルト クラスに属し
ます。したがって、コンテキストをデフォルト クラスに割り当てる必要は特にありません。コンテキ
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ストは 1 つのリソース クラスにだけ割り当てることができます。この規則の例外は、メンバー クラス
で未定義の制限はデフォルト クラスから継承されることです。そのため実際には、コンテキストがデ
フォルト クラスおよび別のクラスのメンバーになります。

クラスの設定
システム コンフィギュレーションでクラスを設定するには、次の手順を実行します。新しい値を指定
してコマンドを再入力すると、特定のリソース制限値を変更できます。
ステップ 1

クラス名を指定してクラス コンフィギュレーション モードに移行するには、システム実行スペースで
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# class name

name は、最大 20 文字の文字列です。デフォルト クラスに関する制限を設定するには、default という
名前を入力します。
ステップ 2

リソースの制限値を設定する場合は、次のオプションを参照してください。

• すべてのリソース限度（表 4-2 を参照）を設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-resmgmt)# limit-resource all {number% | 0}

number は 1 以上の整数です。（パーセント記号（%）を付けずに）0 を指定すると、リソースがシ
ステム限度に設定されます。デバイスをオーバーサブスクライブする場合は、100 % を超えて割り
当てることができます。

• 特定のリソース制限値を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-resmgmt)# limit-resource [rate] resource_name number[%]

この特定のリソースでは、この制限値が all に設定された制限値より優先されます。rate 引数を入
力して、特定のリソースの毎秒あたりのレートを設定します。1 秒あたりのレートを設定できるリ
ソースについては、表 4-2 を参照してください。
表 4-2 に、リソース タイプと制限を示します。show resource types コマンドも参照してくださ
い。
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表 4-2

リソース名と制限

リソース名

コンテキストあたりの最
小数と最大数
システム全体での総数

mac-addresses

N/A

同時に 65,535

トランスペアレント ファイアウォール モード
では、MAC アドレス テーブルで許可される
MAC アドレス数。

conns

N/A

同時に 999,900

任意の 2 つのホスト間の TCP または UDP 接続
（1 つのホストと他の複数のホストとの間の接
続を含む）。

170,000/ 秒（レート）

説明

（注）

同時接続に関して、FWSM は接続を受
け付ける 2 つのネットワーク プロセッ
サに、限度の半分ずつを割り当てます。
通常、接続は NP 間に均等に分割され
ます。ただし、状況によっては、接続
数が均等に分配されず、一方の NP で
最大接続限度に達する前に、他方で限
度に達してしまうことがあります。こ
の場合、許可される最大接続数は設定
した制限を下回ります。NP への分配
は、アルゴリズムに基づいてスイッチ
が制御します。このアルゴリズムは、
スイッチ上で調整することも、不均衡
の原因となった接続限度を引き上げて
調整することもできます。

fixups

N/A

100,000/ 秒（レート）

アプリケーション検査。

hosts

N/A

同時に 262,144

FWSM 経由で接続可能なホスト。

ipsec

最小 1

同時に 10

IPSec セッション数。

同時に 80

ASDM 管理セッション。

最大 5（同時）

asdm

最小 1
最大 5（同時）

（注）

ASDM セッションでは、2 つの HTTPS
接続を使用します。1 つは常に存在する
モニタリング用の接続、もう 1 つは変
更時にのみ存在するコンフィギュレー
ション変更用の接続です。たとえば、
システム限度の ASDM セッション数が
80 の場合、HTTPS セッション数は 160
に制限されます。

ssh

最小 1

同時に 100

SSH セッション。

30,000/ 秒（レート）

システム ログ メッセージ。

最大 5（同時）

syslogs

N/A

（注）
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FWSM は、FWSM の端末またはバッ
ファへのメッセージ送信に関して、
30,000 メッセージ / 秒をサポートでき
ます。Syslog サーバにメッセージを送
信する場合、FWSM は 25,000/ 秒をサ
ポートします。
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表 4-2

リソース名と制限 （続き）

リソース名

コンテキストあたりの最
小数と最大数
システム全体での総数

説明

telnet

最小 1

同時に 100

Telnet セッション。

同時に 266,144

アドレス変換。

最大 5（同時）

xlates

N/A

たとえば、接続のデフォルト クラス制限を、無制限ではなく 10 % に設定するには、次のコマンドを入
力します。
hostname(config)# class default
hostname(config-class)# limit-resource conns 10%

他のリソースはすべて無制限のままです。

fixups を 10% に設定する以外、すべてのリソースを 5% に設定して、gold というクラスを追加する場
合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# class gold
hostname(config-class)# limit-resource all 5%
hostname(config-class)# limit-resource fixups 10%

syslogs を 500/ 秒に設定する以外、すべてのリソースを 3% に設定して、silver というクラスを追加す
る場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# class silver
hostname(config-class)# limit-resource all 3%
hostname(config-class)# limit-resource rate syslogs 500

セキュリティ コンテキストの設定
システム コンフィギュレーションのセキュリティ コンテキスト定義では、コンテキスト名、コンフィ
ギュレーション ファイルの URL、コンテキストが使用できるインターフェイス、および他のコンテキ
スト パラメータを指定します。

（注）

アクティブ / アクティブ フェールオーバーのフェールオーバー グループにコンテキストを割り当てる場
合、「アクティブ / アクティブ フェールオーバーの使用」（P.14-28）を参照してください。
管理コンテキストがない場合（コンフィギュレーションをクリアした場合など）は、最初に次のコマン
ドを入力して管理コンテキスト名を指定する必要があります。
hostname(config)# admin-context name

このコンテキスト名はコンフィギュレーションにまだ存在しませんが、続いて context name コマンド
を入力すると、指定した名前との照合が行われて、管理コンテキスト コンフィギュレーションを続行
できます。
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システム コンフィギュレーションでコンテキストを設定するための手順は、次のとおりです。
ステップ 1

コンテキストを設定するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力します。
hostname(config)# context name

name は最大 32 文字の文字列です。コンテキスト名は、大文字と小文字が区別されるため、たとえば、
「customerA」および「CustomerA」という 2 つのコンテキストを保持できます。文字、数字、ハイフ
ンを使用できますが、ハイフンは名前の先頭または最後には使用できません。
「System 」および「Null」（大文字と小文字の両方）は予約されている名前であり、使用できません。
ステップ 2

（任意）このコンテキストに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-ctx)# description text

ステップ 3

次のコマンドを入力して、コンテキストで使用できるインターフェイスを指定します。
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlannumber[-vlannumber] [map_name[-map_name]
[invisible | visible]]

このコマンドを複数回入力して、異なる範囲を指定できます。このコマンドの no 形式を使用して割り
当てを削除すると、このインターフェイスが含まれるコンテキスト コマンドが実行コンフィギュレー
ションから削除されます。
通常は 2 ～ 1000 および 1025 ～ 4094 の VLAN 番号または VLAN 範囲を入力します（サポートされ
る VLAN については、スイッチのマニュアルを参照してください）。show vlan コマンドを使用して、
FWSM に割り当てられた VLAN のリストを表示します。FWSM にまだ割り当てられていない VLAN
を割り当てることはできますが、トラフィックを渡す場合は、スイッチから割り当てを行う必要があり
ます。インターフェイスを割り当てると、FWSM はシステム コンフィギュレーションで各 VLAN に
自動的に interface コマンドを追加します。
必要であれば、ルーテッド モードでマルチコンテキストに同じ VLAN を割り当ててもかまいません。
共有 VLAN の制限事項の詳細については、「コンテキスト間でのインターフェイスの共有」（P.4-7）を
参照してください。

map_name はインターフェイスの英数字のエイリアスで、コンテキスト内で VLAN ID の代わりに使用
できます。マップ名を指定しない場合、コンテキスト内で VLAN ID が使用されます。セキュリティの
ために、コンテキストで使用されているインターフェイスをコンテキスト管理者に知らせない場合があ
ります。マルチコンテキストで同じ名前を使用できます。マルチコンテキストの VLAN ID は、指定し
た名前に対して同じものを使用しても別のものを使用してもかまいません。同じコンテキスト内で別個
の VLAN ID に対して同じ名前を使用することはできません。
マッピング名はアルファベットで始まり、アルファベットまたは数字で終わる必要があります。その間
の文字には、アルファベット、数字、または下線のみを使用できます。たとえば、次の名前を使用でき
ます。
int0
inta
int_0

VLAN ID 範囲を指定する場合は、対応するマップ名の範囲を指定できます。範囲については、次のガ
イドラインに従ってください。

• マッピング名は、アルファベット部分と、それに続く数値部分で構成する必要があります。マッピ
ング名のアルファベット部分は、範囲の両端で一致している必要があります。たとえば、次のよう
な範囲を入力します。
int0-int10
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• マップ名の数字部分には、vlanx-vlany ステートメントと同じ数だけ含まれていなければなりませ
ん。たとえば、次の例では、両方の範囲に 100 個のインターフェイスが含まれています。
vlan100-vlan199 int1-int100

たとえば、vlan100-vlan199 int1-int15 または vlan100-vlan199 happy1-sad5 を入力した場合、
コマンドは失敗します。
マップ名を設定した場合、visible を指定して、show interface コマンドのマップ名だけでなく VLAN
ID も表示します。デフォルトの invisible は、マッピング名だけが表示されるように指定するキーワー
ドです。

VLAN 100、200、および 300 ～ 305 をコンテキストに割り当てる例を示します。マッピング名は、
int1 ～ int8 です。
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan100 int1
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan200 int2
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan300-vlan305 int3-int8

ステップ 4

システムがコンテキスト コンフィギュレーションをダウンロードする URL を識別するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config-ctx)# config-url url

コンテキストの URL を追加すると、コンフィギュレーションが利用可能な場合、システムは即座にコ
ンテキストをロードして、コンテキストが実行されます。

（注）

allocate-interface コマンドを入力してから config-url コマンドを入力してください。FWSM は、コン
テキスト コンフィギュレーションをロードする前に、コンテキストにインターフェイスを割り当てる
必要があります。コンテキスト コンフィギュレーションには、インターフェイス（interface、nat、
global など）を示すコマンドが含まれている場合があります。最初に config-url コマンドを入力した
場合、FWSM はただちにコンテキスト コンフィギュレーションをロードします。そのコンテキストが
インターフェイスを参照するコマンドを含んでいる場合、それらのコマンドは失敗します。
次の URL 構文を参照してください。

• disk:/[path/]filename
この URL は内部フラッシュ メモリを示します。ファイル名にファイル拡張子は必要ありません
が、「.cfg」を使用することを推奨します。コンフィギュレーション ファイルが存在しない場合は、
次のメッセージが表示されます。
WARNING: Could not fetch the URL disk:/url
INFO: Creating context with default config

次に、コンテキストを変更し、CLI で設定を行い、write memory コマンドを入力してフラッシュ
メモリにファイルを書き込むことができます。

（注）

管理コンテキスト ファイルは、内部フラッシュ メモリに保存する必要があります。

• ftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;type=xx]

type には次のキーワードのいずれかを指定できます。
– ap：ASCII 受動モード
– an：ASCII 通常モード
– ip：（デフォルト）バイナリ受動モード
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– in：バイナリ通常モード
管理コンテキストからサーバにアクセス可能である必要があります。ファイル名にファイル拡張子
は必要ありませんが、「.cfg」を使用することを推奨します。コンフィギュレーション ファイルが
存在しない場合は、次のメッセージが表示されます。
WARNING: Could not fetch the URL ftp://url
INFO: Creating context with default config

次に、コンテキストを変更し、CLI で設定を行い、write memory コマンドを入力して FTP サーバ
にファイルを書き込むことができます。

• http[s]://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename
管理コンテキストからサーバにアクセス可能である必要があります。ファイル名にファイル拡張子
は必要ありませんが、「.cfg」を使用することを推奨します。コンフィギュレーション ファイルが
存在しない場合は、次のメッセージが表示されます。
WARNING: Could not fetch the URL http://url
INFO: Creating context with default config

コンテキストに変更を加え、CLI でコンテキストを設定する場合は、write memory コマンドを使
用して HTTP または HTTPS サーバに変更を保存することはできません。ただし、copy tftp コマ
ンドを使用して実行コンフィギュレーションを TFTP サーバにコピーできます。

• tftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;int=interface_name]
管理コンテキストからサーバにアクセス可能である必要があります。サーバ アドレスへのルート
を上書きする場合は、インターフェイス名を指定します。ファイル名にファイル拡張子は必要あり
ませんが、「.cfg」を使用することを推奨します。コンフィギュレーション ファイルが存在しない
場合は、次のメッセージが表示されます。
WARNING: Could not fetch the URL tftp://url
INFO: Creating context with default config

次に、コンテキストを変更し、CLI で設定を行い、write memory コマンドを入力して TFTP サー
バにファイルを書き込むことができます。

URL を変更するには、新しい URL で config-url コマンドを再入力します。
「セキュリティ コンテキスト URL の変更」
（P.4-33）を参照してくださ
URL の変更の詳細については、
い。
たとえば、次のコマンドを入力します。
hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd1@10.1.1.1/configlets/test.cfg

ステップ 5

（任意）コンテキストをリソース クラスに割り当てるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-ctx)# member class_name

クラスを指定しない場合、コンテキストはデフォルト クラスに属します。コンテキストは 1 つのリ
ソース クラスにだけ割り当てることができます。
たとえば、コンテキストを gold クラスに割り当てるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-ctx)# member gold

ステップ 6

（任意）次のコマンドを入力して、コンテキストを特定のメモリ パーティションにマップします。
hostname(config-ctx)# allocate-acl-partition partition_number

partition_number は、0 ～「パーティション数 - 1」の整数です。デフォルトは 12 パーティションであ
るため、範囲は 0 ～ 11 になります。メモリ パーティションの数の設定方法については、「メモリ パー
ティションの数の設定」（P.4-13）を参照してください。
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コンテキストをパーティションに割り当てると、そのパーティションは排他的になります。排他的な
パーティションには、明確に割り当てられたコンテキストだけが含まれます。コンテキストを明確に割
り当てられていないパーティションは包括的であり、コンテキストがラウンドロビン形式で割り当てら
れます。

（注）

コンテキストをすべてのパーティションに割り当てた場合、すべてのパーティションが排他的
になります。ただし、パーティションに割り当てられていないコンテキストをあとで追加した
場合、そのコンテキストはラウンドロビン形式で排他的パーティションに割り当てられ、最適
な最初の使用可能パーティションを使用して新しいコンテキストの割り当てが行われます。新
しいコンテキストのルールに対応できる排他的パーティションが存在しない場合、そのコンテ
キストはデフォルトでパーティション 0 に割り当てられます（ただし、パーティション 0 もコ
ンテキスト ルールに対応できません）。これらのコンテキスト ルールは完全にはロードされな
いため、コンテキストの割り当て方法を手動で調整する必要があります。

たとえば、コンテキストを最初のパーティションに割り当てるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-ctx)# allocate-acl-partition 0

次に、管理コンテキストに「administrator」を設定し、内部フラッシュ メモリに「administrator」と
いうコンテキストを作成してから、FTP サーバから 2 つのコンテキストを追加する例を示します。
hostname(config)# admin-context administrator
hostname(config)# context administrator
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan10
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan11
hostname(config-ctx)# config-url disk:/admin.cfg
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#

context test
allocate-interface vlan100 int1
allocate-interface vlan102 int2
allocate-interface vlan110-vlan115 int3-int8
config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/test.cfg
member gold
allocate-acl-partition 0

hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#
hostname(config-ctx)#

context sample
allocate-interface vlan200 int1
allocate-interface vlan212 int2
allocate-interface vlan230-vlan235 int3-int8
config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/sample.cfg
member silver

コンテキストとシステム実行スペースの切り替え
システム実行スペースにログインした場合（または Telnet や SSH を使用して管理コンテキストにログ
インした場合）は、コンテキスト間の切り替えが可能であり、各コンテキスト内でコンフィギュレー
ション タスクやモニタリング タスクを実行できます。コンフィギュレーション モードで編集する、ま
たは copy コマンドや write コマンドの影響を受ける実行コンフィギュレーションは、作業する場所に
よって決まります。システム実行スペースにログインした場合、実行コンフィギュレーションはシステ
ム コンフィギュレーションのみで構成され、コンテキストにログインした場合は、実行コンフィギュ
レーションはそのコンテキストのみで構成されます。たとえば、show running-config コマンドを入力
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しても、すべての実行コンフィギュレーション（システムおよびすべてのコンテキスト）を表示するこ
とはできません。現在のコンフィギュレーションだけが表示されます。ただし、write memory all コ
マンドを使用すると、システム実行スペースからすべてのコンテキスト実行コンフィギュレーションを
保存できます。
コンテキスト間での切り替え時のコマンド許可の詳細については、「セキュリティ コンテキストへの管
理アクセス」（P.4-9）を参照してください。
システム実行スペースとコンテキスト間の切り替え、またはコンテキスト間の切り替えを行うには、次
のコマンドを使用します。

• あるコンテキストに切り替えるには、次のコマンドを入力します。
hostname# changeto context name

プロンプトは、次のように変化します。
hostname/name#

• システム実行スペースに切り替えるには、次のコマンドを入力します。
hostname/admin# changeto system

プロンプトは、次のように変化します。
hostname#

セキュリティ コンテキストの管理
この項では、セキュリティ コンテキストを管理する方法について説明します。次の項目を取り上げま
す。

• 「セキュリティ コンテキストの削除」（P.4-32）
• 「管理コンテキストの変更」（P.4-33）
• 「セキュリティ コンテキスト URL の変更」（P.4-33）
• 「セキュリティ コンテキストのリロード」（P.4-34）
• 「セキュリティ コンテキストのモニタリング」（P.4-35）

セキュリティ コンテキストの削除
コンテキストは、システム コンフィギュレーションを編集することによってのみ削除できます。現在
の管理コンテキストは、clear context コマンドを実行してすべてのコンテキストを削除しない限り、
削除できません。

（注）
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フェールオーバーを使用する場合、アクティブ ユニットまたはグループ上でコンテキストを削除して
から、スタンバイ ユニットまたはグループ上でコンテキストが削除されるまでに遅延が生じます。ア
クティブ ユニットとスタンバイ ユニットの間でインターフェイス数が一致していないことを示すエ
ラー メッセージが表示される場合があります。このエラーは一時的に表示されるもので、無視できま
す。
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コンテキストの削除には、次のコマンドを使用します。

• 1 つのコンテキストを削除するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no context name

• すべてのコンテキスト（管理コンテキストを含む）を削除するには、システム実行スペースで次の
コマンドを入力します。
hostname(config)# clear context

管理コンテキストの変更
システム コンフィギュレーションには、システムそのもののネットワーク インターフェイスまたは
ネットワーク設定値は含みません。システムがネットワーク リソースにアクセスする必要がある場合
に（サーバからコンテキストをダウンロードする場合など）、管理（admin）コンテキストとして指定
されたコンテキストの 1 つを使用します。
管理コンテキストは、他のコンテキストとまったく同じです。ただ、ユーザが管理コンテキストにログ
インすると、システム管理者権限を持つので、システム コンテキストおよび他のすべてのコンテキス
トにアクセス可能になる点が異なります。管理コンテキストは制限されていないため、通常のコンテキ
ストとして使用できます。ただし、管理コンテキストにログインすると、すべてのコンテキストへの管
理者特権が付与されるため、場合によっては、管理コンテキストへのアクセスを適切なユーザに制限す
る必要があります。
コンフィギュレーション ファイルが内部フラッシュ メモリに保存されている限り、任意のコンテキス
トを管理コンテキストとして設定できます。管理コンテキストを設定するには、システム実行スペース
で次のコマンドを入力します。
hostname(config)# admin-context context_name

Telnet、SSH、HTTPS など、管理コンテキストに接続しているリモート管理セッションはすべて終了
します。新しい管理コンテキストに再接続する必要があります。

（注）

管理コンテキストに属するインターフェイス名を識別するシステム コマンドは少数です。管理コンテ
キストを変更した場合に、そのインターフェイス名が新しい管理コンテキストに存在しないときは、そ
のインターフェイスを参照するシステム コマンドはすべて、アップデートしてください。

セキュリティ コンテキスト URL の変更
セキュリティ コンテキスト URL は、新しい URL からコンフィギュレーションをリロードしないと変
更できません。

FWSM は、新しいコンフィギュレーションを現在の実行コンフィギュレーションにマージします。同
じ URL を再入力した場合でも、保存されたコンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションに
マージされます。マージによって、新しいコンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションに
新しいコマンドが追加されます。コンフィギュレーションが同一であれば、変更はありません。コマン
ドが競合しているか、コマンドがコンテキストの実行に影響する場合、マージの影響はコマンドによっ
て異なります。エラーが発生する場合も、予期しない結果が発生する場合もあります。実行コンフィ
ギュレーションがブランクの場合（たとえば、サーバが使用不可でコンフィギュレーションがダウン
ロードされなかった場合）は、新しいコンフィギュレーションが使用されます。コンフィギュレーショ
ンをマージしない場合は、コンテキストを経由する通信を妨げる実行コンフィギュレーションをクリア
してから、新しい URL からコンフィギュレーションをリロードすることができます。
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コンテキストの URL を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

コンフィギュレーションをマージしない場合、コンテキストに切り替えてそのコンフィギュレーション
をクリアするには、次のコマンドを入力します。マージを実行する場合は、ステップ 2 にスキップしま
す。
hostname# changeto context name
hostname/name# configure terminal
hostname/name(config)# clear configure all

ステップ 2

必要な場合は、次のコマンドを入力してシステム実行スペースに切り替えます。
hostname/name(config)# changeto system

ステップ 3

切り替えたコンテキストに対応するコンテキスト コンフィギュレーション モードに入るには、次のコ
マンドを入力します。
hostname(config)# context name

ステップ 4

新しい URL を入力するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# config-url new_url

システムは、動作中になるように、ただちにコンテキストをロードします。

セキュリティ コンテキストのリロード
セキュリティ コンテキストは、次の 2 つの方法でリロードできます。

• 実行コンフィギュレーションをクリアしてからスタートアップ コンフィギュレーションをイン
ポートする。
このアクションでは、セキュリティ コンテキストに関連付けられている接続や NAT テーブルなど
の属性の大部分がクリアされます。

• セキュリティ コンテキストをシステム コンフィギュレーションから削除する。
このアクションでは、トラブルシューティングに役立つ可能性のあるメモリ割り当てなど補足的な
属性がクリアされます。しかし、コンテキストをシステムに戻して追加するには、URL とイン
ターフェイスを再指定する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「コンフィギュレーションのクリアによるリロード」（P.4-34）
• 「コンテキストの削除および再追加によるリロード」（P.4-35）

コンフィギュレーションのクリアによるリロード
コンテキスト コンフィギュレーションをクリアし、URL からコンフィギュレーションをリロードする
ことによってコンテキストをリロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

リロードするコンテキストに切り替えるには、次のコマンドを入力します。
hostname# changeto context name

ステップ 2
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コンフィギュレーション モードにアクセスするには、次のコマンドを入力します。
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hostname/name# configure terminal

ステップ 3

実行コンフィギュレーションをクリアするには、次のコマンドを入力します。
hostname/name(config)# clear configure all

このコマンドを実行するとすべての接続がクリアされます。
ステップ 4

コンフィギュレーションをリロードするには、次のコマンドを入力します。
hostname/name(config)# copy startup-config running-config

FWSM は、システム コンフィギュレーションに指定された URL からコンフィギュレーションをコ
ピーします。コンテキスト内で URL を変更することはできません。

コンテキストの削除および再追加によるリロード
コンテキストを削除してからもう一度追加することによって、コンテキストをリロードする場合は、次
の手順を実行します。

1. 「セキュリティ コンテキストの削除」（P.4-32）
2. 「セキュリティ コンテキストの設定」（P.4-27）

セキュリティ コンテキストのモニタリング
ここでは、コンテキスト情報を表示してモニタする方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「コンテキスト情報の表示」（P.4-35）
• 「リソース割り当ての表示」（P.4-36）
• 「リソースの使用状況の表示」（P.4-39）
• 「コンテキストでの SYN 攻撃のモニタリング」（P.4-41）

コンテキスト情報の表示
システム実行スペースから、名前、割り当てられているインターフェイス、コンフィギュレーション
ファイル URL を含むコンテキストのリストを表示できます。
システム実行スペースから次のコマンドを入力すると、すべてのコンテキストが表示されます。
hostname# show context [name | detail| count]

detail オプションを指定すると、追加情報が表示されます。詳細については、次の出力例を参照してく
ださい。
特定のコンテキストの情報を表示する場合は、name にコンテキスト名を指定します。

count オプションを指定すると、コンテキストの合計数が表示されます。
次に、show context コマンドからの出力例を示します。この例では、3 つのコンテキストが表示されて
います。
hostname# show context
Context Name
Class
*admin
default
contexta
Gold
contextb
Silver

Interfaces
Vlan100,101
Vlan200,201
Vlan300,301

Mode
Routed
Transparent
Routed

URL
disk:/admin.cfg
disk:/contexta.cfg
disk:/contextb.cfg
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Total active Security Contexts: 3

表 4-3 に各フィールドの説明を示します。
表 4-3

show context のフィールド

フィールド

説明

Context Name

すべてのコンテキスト名が表示されます。アスタリスク（*）の付いているコンテ
キスト名は、管理コンテキストです。

Class

コンテキストが属しているリソース クラス

Interfaces

コンテキストに割り当てられているインターフェイス

Mode

各コンテキストのファイアウォール モード（ルーテッド モードまたはトランスペ
アレント モード）

URL

FWSM がコンテキスト コンフィギュレーションをダウンロードする URL

次に、show context detail コマンドの出力例を示します。
hostname# show context detail
Context "admin", has been created, but initial ACL rules not complete
Config URL: disk:/admin.cfg
Real Interfaces: Vlan100
Mapped Interfaces: Vlan100
Class: default, Flags: 0x00000013, ID: 1
Context "ctx", has been created, but initial ACL rules not complete
Config URL: disk:/ctx.cfg
Real Interfaces: Vlan10,20,30
Mapped Interfaces: int1, int2, int3
Class: default, Flags: 0x00000011, ID: 2
Context "system", is a system resource
Config URL: startup-config
Real Interfaces:
Mapped Interfaces: Vlan100,10,20,30
Class: default, Flags: 0x00000019, ID: 257
Context "null", is a system resource
Config URL: ... null ...
Real Interfaces:
Mapped Interfaces:
Class: default, Flags: 0x00000009, ID: 258

detail の出力の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』を参照してください。
次に、show context count コマンドの出力例を示します。
hostname# show context count
Total active contexts: 2

リソース割り当ての表示
システム実行スペースから、すべてのクラスおよびクラス メンバーに渡るリソースごとの割り当て状
況を表示できます。
リソース割り当てを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show resource allocation [detail]
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このコマンドは、リソース割り当てを表示しますが、実際に使用されているリソースは表示しません。
実際のリソース使用状況の詳細については、「リソースの使用状況の表示」（P.4-39）を参照してくださ
い。

detail 引数を指定すると、追加情報が表示されます。詳細については、次の出力例を参照してくださ
い。
次に、show resource allocation コマンドの出力例を示します。この出力例では、各リソースの総割り
当てを絶対値および使用可能なシステム リソースの割合で表しています。
hostname# show resource allocation
Resource
Total
Conns [rate]
35000
Fixups [rate]
35000
Syslogs [rate]
10500
Conns
305000
Hosts
78842
IPsec
7
SSH
35
Telnet
35
Xlates
91749
All
unlimited

% of Avail
35.00%
35.00%
35.00%
30.50%
30.07%
35.00%
35.00%
35.00%
34.99%

表 4-4 に各フィールドの説明を示します。
表 4-4

show resource allocation のフィールド

フィールド

説明

Resource

制限を課すことのできるリソースの名前。

Total

すべてのコンテキストで割り当てられるリソースの総量。この数量は、同時発生
インスタンスまたは 1 秒あたりのインスタンスの絶対量です。クラス定義でパー
センテージを指定した場合、FWSM はこの表示のためにパーセンテージを絶対数
に変換します。

% of Avail

総システム リソースのうち、すべてのコンテキスト間で割り当てられている割
合。

次に、show resource allocation detail コマンドの出力例を示します。
hostname# show resource allocation detail
Resource Origin:
A
Value was derived from the resource 'all'
C
Value set in the definition of this class
D
Value set in default class
Resource
Class
Mmbrs Origin
Limit
Conns [rate]
default
all
CA unlimited
gold
1
C
34000
silver
1
CA
17000
bronze
0
CA
8500
All Contexts:
3
Fixups [rate]

Syslogs [rate]

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

CA
DA
CA
CA

default
gold
silver

all
1
1

CA
C
CA

unlimited
unlimited
10000
5000

unlimited
6000
3000

Total

Total %

34000
17000

20.00%
10.00%

51000

30.00%

10000

10.00%

10000

10.00%

6000
3000

20.00%
10.00%
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Conns

Hosts

IPSec

SSH

Telnet

Xlates

mac-addresses

bronze
All Contexts:

0
3

CA

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

CA
C
CA
CA

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

CA
DA
CA
CA

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

C
D
CA
CA

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

C
D
CA
CA

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

C
D
CA
CA

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

CA
DA
CA
CA

default
gold
silver
bronze
All Contexts:

all
1
1
0
3

C
D
CA
CA

1500

unlimited
200000
100000
50000

unlimited
unlimited
26214
13107

5
5
1
unlimited

5
5
10
5

5
5
10
5

unlimited
unlimited
23040
11520

65535
65535
6553
3276

9000

30.00%

200000
100000

20.00%
10.00%

300000

30.00%

26214

9.99%

26214

9.99%

5
1

50.00%
10.00%

11

110.00%

5
10

5.00%
10.00%

20

20.00%

5
10

5.00%
10.00%

20

20.00%

23040

10.00%

23040

10.00%

65535
6553

100.00%
9.99%

137623

209.99%

表 4-5 に各フィールドの説明を示します。
表 4-5

show resource allocation detail のフィールド

フィールド

説明

Resource

制限を課すことのできるリソースの名前。

Class

デフォルト クラスを含む、各クラスの名前。
すべてのコンテキスト フィールドには、すべてのクラス全体での合計値が表示さ
れます。

Mmbrs
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各クラスに割り当てられるコンテキストの数。
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表 4-5

show resource allocation detail のフィールド （続き）

フィールド

説明

Origin

リソース制限の生成元。値は次のとおりです。

• A：この制限を個々のリソースとしてではなく、all オプションを使用して設
定します。

• C：この制限はメンバー クラスから生成されます。
• D：この制限はメンバー クラスでは定義されたのではなく、デフォルト クラ
スから生成されました。デフォルト クラスに割り当てられたコンテキストの
場合、値は「D」ではなく「C」になります。

FWSM では、「A」を「C」または「D」と組み合わせることができます。
Limit

コンテキストごとのリソース制限（絶対数として）。クラス定義でパーセンテージ
を指定した場合、FWSM はこの表示のためにパーセンテージを絶対数に変換しま
す。

Total

クラス内のすべてのコンテキストにわたって割り当てられているリソースの合計
数。この数量は、同時発生インスタンスまたは 1 秒あたりのインスタンスの絶対
量です。リソースが無制限の場合、この表示は空白です。

% of Avail

クラス内のコンテキスト全体にわたって割り当てられている合計システム リソー
スの割合。リソースが無制限の場合、この表示は空白です。

リソースの使用状況の表示
システム実行スペースで、コンテキストごとのリソースの使用状況やシステム リソースの使用状況を
表示できます。
システム実行スペースでコンテキストごとのリソースの使用状況を表示するには、次のコマンドを入力
します。
hostname# show resource usage [context context_name | top n | all | summary | system]
[resource {resource_name | all} | detail] [counter counter_name [count_threshold]]

デフォルトでは、all（すべての）コンテキストの使用状況が表示されます。各コンテキストは個別に
リスト表示されます。
指定したリソースの上位 n 人のユーザとなっているコンテキストを表示するには、top n キーワードを
入力します。このオプションでは、resource all ではなく、リソース タイプを 1 つのみ指定する必要が
あります。

summary オプションを指定すると、すべてのコンテキストの使用状況が組み合わされて表示されま
す。

system オプションでは、すべてのコンテキストの使用状況が組み合わされて表示されますが、組み合
わされたコンテキスト制限ではなく、リソースに対するシステムの制限が表示されます。

resource resource_name で使用可能なリソース名については、表 4-2 を参照してください。show
resource type コマンドも参照してください。すべてのタイプを表示するには all（デフォルト）を指定
します。

detail オプションを指定すると、管理できないリソースを含むすべてのリソースの使用状況が表示され
ます。たとえば、TCP 代行受信の数を表示できます。
counter counter_name には、次のいずれかのキーワードを指定します。
• current：リソースのアクティブな同時発生インスタンス数、またはリソースの現在のレートを表
示します。
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• denied：リソース割り当てを超えたために拒否されたインスタンスの数が表示されます。
• peak：ピーク時のリソースの同時発生インスタンス数、またはピーク時のリソースのレートを表
示します。これは、統計情報が clear resource usage コマンドまたはデバイスのリブートによって
最後にクリアされた時点から計測されます。

• all：（デフォルト）すべての統計情報を表示します。

count_threshold は、表示するリソースの下限を設定します。デフォルト値は 1 です。リソースの使用
状況がここで設定する回数を下回っている場合、そのリソースは表示されません。カウンタ名に all を
指定した場合、count_threshold は現在の使用状況に適用されます。
（注）

すべてのリソースを表示するには、count_threshold を 0 に設定します。
次に、show resource usage context コマンドの出力例を示します。ここでは、admin コンテキストの
リソース使用状況を表示する例を示しています。
hostname# show resource usage context admin
Resource
Telnet
Conns
Hosts

Current
1
44
45

Peak
1
55
56

Limit
5
N/A
N/A

Denied
0
0
0

Context
admin
admin
admin

次に、show resource usage summary コマンドの出力例を示します。ここでは、すべてのコンテキス
トとすべてのリソースのリソース使用状況を表示する例を示しています。ここでは、6 コンテキスト分
の制限値が表示されています。
hostname# show resource usage summary
Resource
Current
Peak
Limit
Denied Context
Syslogs [rate]
1743
2132
12000(U)
0 Summary
Conns
584
763
100000(S)
0 Summary
Xlates
8526
8966
93400
0 Summary
Hosts
254
254
262144
0 Summary
Conns [rate]
270
535
42200
1704 Summary
Fixups [rate]
270
535
100000(S)
0 Summary
U = Some contexts are unlimited and are not included in the total.
S = System limit: Combined context limits exceed the system limit; the system limit is
shown.

次に、show resource usage system counter all 0 コマンドの出力例を示します。すべてのコンテキス
トのリソース使用状況が表示されますが、限度は集計されたコンテキスト限度ではなくシステム限度が
表示されます。
hostname# show resource usage system counter all 0
Resource
Telnet
SSH
ASDM
IPSec
Syslogs [rate]
Conns
Xlates
Hosts
Conns [rate]
Fixups [rate]
Mac-addresses

4-40

Current
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Peak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Limit
100
100
80
10
30000
1000000
262144
262144
170000
100000
65535

Denied
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Context
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
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コンテキストでの SYN 攻撃のモニタリング
FWSM は TCP 代行受信を使用して SYN 攻撃を阻止します。TCP 代行受信では、SYN クッキー アル
ゴリズムを使用して、TCP SYN フラッディング攻撃を防止します。SYN フラッディング攻撃は、通常
スプーフされた IP アドレスから発信された一連の SYN パケットによって行われます。SYN パケット
が継続的にフラッディングされることにより、サーバの SYN キューがいっぱいになり、サーバで接続
要求を処理できなくなります。初期接続しきい値を超えると、FWSM はサーバのプロキシとして動作
し、クライアントの SYN 要求に対して SYN-ACK 応答を返します。FWSM は、クライアントから
ACK を受信すると、クライアントを認証してサーバへの接続を許可できます。
show perfmon コマンドを使用して、個々のコンテキストの攻撃レートをモニタできます。show
resource usage detail コマンドを使用すれば、個々のコンテキストの TCP 代行受信で使用されるリ
ソース量をモニタできます。システム全体での TCP 代行受信で使用されるリソースをモニタするには、
show resource usage summary detail コマンドを使用します。
次に、管理コンテキストの TCP 代行受信レートを表す show perfmon コマンドの出力例を示します。
hostname/admin# show perfmon
Context:admin
PERFMON STATS:
Xlates
Connections
TCP Conns
UDP Conns
URL Access
URL Server Req
WebSns Req
TCP Fixup
HTTP Fixup
FTP Fixup
AAA Authen
AAA Author
AAA Account
TCP Intercept

Current
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
322779/s

Average
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
0/s
322779/s

次に、show resource usage detail コマンドの出力例を示します。このコマンドは、個々のコンテキス
トの TCP 代行受信で使用されるリソース量を表示します。（イタリック体のサンプル テキストは、
TCP 代行受信情報を示します）。
hostname(config)# show resource usage detail
Resource
Current
Peak
Limit
memory
843732
847288 unlimited
chunk:channels
14
15 unlimited
chunk:fixup
15
15 unlimited
chunk:hole
1
1 unlimited
chunk:ip-users
10
10 unlimited
chunk:list-elem
21
21 unlimited
chunk:list-hdr
3
4 unlimited
chunk:route
2
2 unlimited
chunk:static
1
1 unlimited
tcp-intercept-rate
328787
803610 unlimited
np-statics
3
3 unlimited
statics
1
1 unlimited
ace-rules
1
1
N/A
console-access-rul
2
2
N/A
fixup-rules
14
15
N/A
memory
959872
960000 unlimited
chunk:channels
15
16 unlimited
chunk:dbgtrace
1
1 unlimited
chunk:fixup
15
15 unlimited
chunk:global
1
1 unlimited

Denied
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Context
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
c1
c1
c1
c1
c1
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chunk:hole
chunk:ip-users
chunk:udp-ctrl-blk
chunk:list-elem
chunk:list-hdr
chunk:nat
chunk:route
chunk:static
tcp-intercept-rate
globals
np-statics
statics
nats
ace-rules
console-access-rul
fixup-rules
memory
chunk:channels
chunk:dbgtrace
chunk:fixup
chunk:ip-users
chunk:list-elem
chunk:list-hdr
chunk:route
block:16384
block:2048

2
10
1
24
5
1
2
1
16056
1
3
1
1
2
2
14
232695716
17
3
15
4
1014
1
1
510
32

2
10
1
24
6
1
2
1
16254
1
3
1
1
2
2
15
232020648
20
3
15
4
1014
1
1
885
34

unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
N/A
N/A
N/A
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited
unlimited

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
c1
system
system
system
system
system
system
system
system
system
system

次に、システム全体の TCP 代行受信で使用されるリソースを表す show resource usage summary
detail コマンドの出力例を示します （イタリック体のサンプル テキストは、TCP 代行受信情報を示し
ます）。
hostname(config)# show resource usage summary detail
Resource
Current
Peak
Limit
Denied Context
memory
238421312
238434336 unlimited
0 Summary
chunk:channels
46
48 unlimited
0 Summary
chunk:dbgtrace
4
4 unlimited
0 Summary
chunk:fixup
45
45 unlimited
0 Summary
chunk:global
1
1 unlimited
0 Summary
chunk:hole
3
3 unlimited
0 Summary
chunk:ip-users
24
24 unlimited
0 Summary
chunk:udp-ctrl-blk
1
1 unlimited
0 Summary
chunk:list-elem
1059
1059 unlimited
0 Summary
chunk:list-hdr
10
11 unlimited
0 Summary
chunk:nat
1
1 unlimited
0 Summary
chunk:route
5
5 unlimited
0 Summary
chunk:static
2
2 unlimited
0 Summary
block:16384
510
885
8192(S)
0 Summary
block:2048
32
35
1000(S)
0 Summary
tcp-intercept-rate
341306
811579 unlimited
0 Summary
globals
1
1
1051(S)
0 Summary
np-statics
6
6
4096(S)
0 Summary
statics
2
2
2048(S)
0 Summary
nats
1
1
2048(S)
0 Summary
ace-rules
3
3
116448(S)
0 Summary
console-access-rul
4
4
4356(S)
0 Summary
fixup-rules
43
44
8032(S)
0 Summary
S = System: Total exceeds the system limit; the system limit is shown
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ファイアウォール モードの設定
この章では、ファイアウォール モードの設定方法、および各ファイアウォール モードでファイア
ウォールがどのように機能するかについて説明します。マルチコンテキスト モードでは、コンテキス
トごとに別個にファイアウォール モードを設定できます。

FWSM（またはマルチモードでの各コンテキスト）は、2 種類のファイアウォール モードのいずれか
で動作可能です。
• ルーテッド モード
• トランスペアレント モード
この章では、次の内容について説明します。

• 「ルーテッド モードの概要」（P.5-1）
• 「トランスペアレント モードの概要」（P.5-7）
• 「トランスペアレント ファイアウォール モードまたはルーテッド ファイアウォール モードの設定」
（P.5-18）

ルーテッド モードの概要
ルーテッド モードでは、FWSM は、ネットワークのルータ ホップと見なされます。また、OSPF、
EIGRP、パッシブ RIP（シングル コンテキスト モード）および BGP をスタブ モードで使用できます。
ルーテッド モードは、異なるサブネット上にある複数のインターフェイスをサポートします。一定の
制限のもとに、コンテキスト間でインターフェイスを共有できます。

• 「IP ルーティング サポート」（P.5-1）
• 「ルーテッド ファイアウォール モードで FWSM を通過するデータ」（P.5-2）

IP ルーティング サポート
FWSM は、接続されたネットワーク間のルータとして機能します。インターフェイスごとに、異なる
サブネット上の IP アドレスが必要です。シングル コンテキスト モードでは、ルーテッド ファイア
ウォールは、スタブ モードでの OSPF、EIGRP、RIP（パッシブ モード）および BGP をサポートしま
す。マルチ コンテキスト モードでは、スタティック ルートおよびスタブ モードの BGP のみがサポー
トされます。過度なルーティングのニーズを FWSM に頼るのではなく、アップストリーム ルータとダ
ウンストリーム ルータの拡張ルーティング機能を使用することをお勧めします。
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ルーテッド ファイアウォール モードで FWSM を通過するデータ
ここでは、ルーテッド ファイアウォール モードにおいて、データが FWSM をどのように通過するか
について説明します。内容は次のとおりです。

• 「内部ユーザが Web サーバにアクセスする」（P.5-2）
• 「外部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする」（P.5-3）
• 「内部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする」（P.5-5）
• 「外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする」（P.5-6）
• 「DMZ ユーザが内部ホストにアクセスしようとする」（P.5-7）

内部ユーザが Web サーバにアクセスする
図 5-1 は、内部ユーザが外部 Web サーバにアクセスしていることを示しています。
図 5-1

内部から外部へ

www.example.com

ᄖㇱ

209.165.201.2
FWSM

ㅍାరࠕ࠼ࠬᄌ឵
10.1.2.27
209.165.201.10
10.1.2.1

10.1.1.1

DMZ

࡙ࠩ
10.1.2.27

Web ࠨࡃ
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次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-1 を参照）。

1. 内部ネットワークのユーザは、www.example.com から Web ページを要求します。
2. FWSM はパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、FWSM はセキュリティ ポ
リシー（アクセス リスト、フィルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを
確認します。
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マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は、コンテキストに関連付けられる固有なインター
フェイスまたは固有な宛先アドレスに従ってパケットを分類します。宛先アドレスは、コンテキス
トでのアドレス変換と照合することによって関連付けられます。この場合、インターフェイスは固
有です。www.example.com IP アドレスは、コンテキスト内に最新のアドレス変換を持っていませ
ん。

3. FWSM は、実アドレス（10.1.2.27）をマップ アドレス 209.165.201.10 に変換します。このマッ
プ アドレスは外部インターフェイスのサブネット上にあります。
マップ アドレスは任意のサブネット上に設定できますが、外部インターフェイスのサブネット上
に設定すると、ルーティングが簡素化されます。

4. 次に、FWSM はセッションが確立されたことを記録し、外部インターフェイスからパケットを転
送します。

5. www.example.com が要求に応答すると、パケットは FWSM を通過します。これはすでに確立さ
れているセッションであるため、パケットは、新しい接続に関連する多くのルックアップをバイパ
スします。FWSM は、マッピング アドレスを実際のアドレス 10.1.2.27 に変換することによって、
NAT を実行します。

6. FWSM は、パケットを内部ユーザに転送します。

外部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする
図 5-2 は、外部ユーザが DMZ Web サーバにアクセスしていることを示しています。
図 5-2

外部から DMZ へ
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次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-2 を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザがマップ アドレス 209.165.201.3 を使用して、DMZ 上の Web サーバ
に Web ページを要求します。これは、外部インターフェイスのサブネット上のアドレスです。
2. FWSM はパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、FWSM はセキュリティ ポ
リシー（アクセス リスト、フィルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを
確認します。
マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は、コンテキストに関連付けられる固有なインター
フェイスまたは固有な宛先アドレスに従ってパケットを分類します。宛先アドレスは、コンテキス
トでのアドレス変換と照合することによって関連付けられます。この場合、分類子は DMZ Web
サーバ アドレスがサーバ アドレス変換のため特定のコンテキストに属すことを「認識」していま
す。

3. FWSM は宛先アドレスを実アドレス 10.1.1.3 に変換します。
4. 次に、FWSM はセッション エントリを高速パスに追加し、DMZ インターフェイスからパケット
を転送します。

5. DMZ Web サーバが要求に応答すると、パケットは FWSM を通過します。また、セッションがす
でに確立されているため、パケットは、新しい接続に関連する多くのルックアップをバイパスしま
す。FWSM は、実アドレスを 209.165.201.3 に変換することで NAT を実行します。

6. FWSM は、パケットを外部ユーザに転送します。
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内部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする
図 5-3 は、内部ユーザが DMZ Web サーバにアクセスしていることを示しています。
図 5-3

内部から DMZ へ
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次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-3 を参照）。

1. 内部ネットワーク上のユーザは、宛先アドレス 10.1.1.3 を使用して DMZ Web サーバから Web
ページを要求します。

2. FWSM はパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、FWSM はセキュリティ ポ
リシー（アクセス リスト、フィルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを
確認します。
マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は、コンテキストに関連付けられる固有なインター
フェイスまたは固有な宛先アドレスに従ってパケットを分類します。宛先アドレスは、コンテキス
トでのアドレス変換と照合することによって関連付けられます。この場合、インターフェイスは固
有です。Web サーバ IP アドレスは、最新のアドレス変換を持っていません。

3. 次に、FWSM はセッションが確立されたことを記録し、DMZ インターフェイスからパケットを転
送します。

4. DMZ Web サーバが要求に応答すると、パケットは高速パスを通過します。これのため、パケット
は、新しい接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

5. FWSM は、パケットを内部ユーザに転送します。
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外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする
図 5-4 は、外部ユーザが内部ネットワークにアクセスしようとしていることを示しています。
図 5-4

外部から内部へ
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次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-4 を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします（ホストにルーティング可能な
IP アドレスがあると想定します）。
内部ネットワークがプライベート アドレスを使用している場合、外部ユーザが NAT なしで内部
ネットワークに到達することはできません。外部ユーザは既存の NAT セッションを使用して内部
ユーザに到達しようとすることが考えられます。

2. FWSM はパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、FWSM はセキュリティ ポ
リシー（アクセス リスト、フィルタ、AAA）に従って、パケットが許可されているかどうかを確
認します。

3. パケットが拒否され、FWSM はパケットをドロップし、接続試行をログに記録します。
外部ユーザが内部ネットワークを攻撃しようとした場合、FWSM は多数のテクノロジーを使用し
て、すでに確立されたセッションに対してパケットが有効かどうかを判別します。
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DMZ ユーザが内部ホストにアクセスしようとする
図 5-5 は、DMZ 内のユーザが内部ネットワークにアクセスしようとしていることを示しています。
図 5-5

DMZ から内部へ

ᄖㇱ

209.165.201.2
FWSM
10.1.2.1

10.1.1.1

DMZ

࡙ࠩ
10.1.2.27

Web ࠨࡃ
10.1.1.3

92886

ౝㇱ

次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-5 を参照）。

1. DMZ ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします。DMZ はインターネット上
のトラフィックをルーティングする必要がないので、プライベート アドレッシング方式はルー
ティングを回避しません。

2. FWSM はパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、FWSM はセキュリティ ポ
リシー（アクセス リスト、フィルタ、AAA）に従って、パケットが許可されているかどうかを確
認します。

3. パケットが拒否され、FWSM はパケットをドロップし、接続試行をログに記録します。

トランスペアレント モードの概要
トランスペアレント ファイアウォールは、「ワイヤの凹凸」、つまり「ステルス ファイアウォール」の
ように動作するレイヤ 2 ファイアウォールであり、接続先デバイスへのルータ ホップとは見なされま
せん。
ここでは、トランスペアレント ファイアウォール モードについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「トランスペアレント ファイアウォール ネットワーク」（P.5-8）
• 「ブリッジ グループ」（P.5-8）
• 「管理インターフェイス」（P.5-8）
• 「レイヤ 3 トラフィックの許可」（P.5-9）
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• 「許可される MAC アドレス」（P.5-9）
• 「ルーテッド モードで許可されないトラフィックの通過」（P.5-9）
• 「MAC アドレス ルックアップと ルート ルックアップ」（P.5-10）
• 「ネットワークでのトランスペアレント ファイアウォールの使用」（P.5-10）
• 「トランスペアレント ファイアウォールの注意事項」（P.5-11）
• 「トランスペアレント モードでサポートされていない機能」（P.5-12）
• 「トランスペアレント ファイアウォールを通過するデータの動き」（P.5-13）

トランスペアレント ファイアウォール ネットワーク
FWSM では、内部インターフェイスと外部インターフェイスに同じネットワークが接続されます。ト
ランスペアレント ファイアウォールはルーティング対象のホップではないので、既存のネットワーク
に容易に導入できます。IP 再アドレッシングは不要です。
必要に応じて、トランスペアレント ファイアウォールに接続されているホストに対して NAT をイネー
ブルにできます。

ブリッジ グループ
セキュリティ コンテキストのオーバーヘッドを避けたい場合、またはセキュリティ コンテキストを最
大限に使用したい場合、ブリッジ グループと呼ばれる最大 8 つのペアのインターフェイスを設定でき
ます。各ブリッジ グループは、別々のネットワークに接続します。ブリッジ グループのトラフィック
は他のブリッジ グループから隔離され、トラフィックは FWSM 内の他のブリッジ グループにはルー
ティングされません。また、トラフィックは外部ルータから FWSM 内の他のブリッジ グループにルー
ティングされる前に、FWSM から出る必要があります。ブリッジング機能はブリッジ グループごとに
分かれていますが、その他の多くの機能はすべてのブリッジ グループ間で共有されます。たとえば、
すべてのブリッジ グループはシステム ログ サーバまたは AAA サーバのコンフィギュレーションを共
有します。セキュリティ ポリシーを完全に分離するには、各コンテキスト内に 1 つのブリッジ グルー
プにして、セキュリティ コンテキストを使用します。
トランスペアレント ファイアウォールはルーティング対象のホップではないので、既存のネットワー
クに容易に導入できます。IP 再アドレッシングは不要です。複雑なルーティング パターンのトラブル
シューティングが不要なので、メンテナンスが容易です。

（注）

ブリッジ グループにはそれぞれ管理 IP アドレスが必要です。FWSM はブリッジ グループが発信元に
なるパケットの送信元アドレスとして、この IP アドレスを使用します。管理 IP アドレスは、接続され
ているネットワークと同じサブネット内にある必要があります。別の管理方法については、「管理イン
ターフェイス」（P.5-8）を参照してください。

管理インターフェイス
各ブリッジ グループ管理 IP アドレスのほか、どのブリッジ グループにも属さず、FWSM への管理ト
ラフィックのみを許可する別個の管理インターフェイスを追加できます。この機能は、特に、シングル
インターフェイスから各コンテキストを管理できるので、マルチ コンテキスト モードで役に立ちます。
通過トラフィックのインターフェイスは、コンテキスト間で共有できますが、管理 VLAN は、マルチ
コンテキスト間で共有できます。
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レイヤ 3 トラフィックの許可
トランスペアレント モードはブリッジとして動作しますが、IP トラフィックなどのレイヤ 3 トラ
フィックは、拡張アクセス リストで明示的に許可されていないかぎり、FWSM を通過できません。ア
クセス リストなしにトランスペアレント ファイアウォールを通過できるトラフィックは、ARP トラ
フィックだけです。ARP トラフィックは、ARP 検査によって制御できます。詳細については、「拡張
アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照してください。

許可される MAC アドレス
次の宛先 MAC アドレスは、トランスペアレント ファイアウォールを通過できます。このリストに存
在しない MAC アドレスはドロップされません。

• FFFF.FFFF.FFFF の TRUE ブロードキャスト宛先 MAC アドレス
• 0100.5E00.0000 ～ 0100.5EFE.FFFF までの IPv4 マルチキャスト MAC アドレス
• 3333.0000.0000 ～ 3333.FFFF.FFFF までの IPv6 マルチキャスト MAC アドレス
• 0100.0CCC.CCCD の BPDU マルチキャスト アドレス
• 0900.0700.0000 ～ 0900.07FF.FFFF までの AppleTalk マルチキャスト MAC アドレス

ルーテッド モードで許可されないトラフィックの通過
ルーテッド モードでは、アクセス リストで許可しても、いくつかのタイプのトラフィックは FWSM
を通過できません。ただし、トランスペアレント ファイアウォールの場合は、拡張アクセス リスト
（IP トラフィックの場合）または EtherType アクセス リスト（IP 以外のトラフィックの場合）のいず
れかを使用することによって、ほとんどのタイプのトラフィックを通過させることができます。

（注）

トランスペアレント モードの場合、CDP パケット、または 0x600 以上の有効な EtherType を持たない
パケットはすべて FWSM を通過できません。たとえば、IS-IS パケットは通過できません。例外とし
て、BPDU はサポートされています。
たとえば、トランスペアレント ファイアウォールでルーティング プロトコルの隣接関係を確立できま
す。つまり、拡張アクセス リストに基づいて、OSPF、RIP、EIGRP、または BGP トラフィックを許
可できます。同様に、HSRP や VRRP などのプロトコルは FWSM を通過できます。特定のトラフィッ
クを許可する処理については、表 13-2（P.13-7）を参照してください。

IP 以外のトラフィック（AppleTalk、IPX、BPDU、および MPLS など）は、EtherType アクセス リス
トを使用して通過するように構成できます。
トランスペアレント ファイアウォールで直接サポートされていない機能の場合は、アップストリーム
ルータとダウンストリーム ルータが機能をサポートできるようにトラフィックの通過を許可すること
ができます。たとえば、拡張アクセスリストを使用して、DHCP トラフィック（サポートされない
DHCP リレー機能の代わりに）または IP/TV によって作成されたマルチキャスト トラフィックを許可
できます。
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MAC アドレス ルックアップと ルート ルックアップ
FWSM が NAT を使用せずにトランスペアレント モードで稼動している場合、パケットの発信イン
ターフェイスはルート検索ではなく、MAC アドレス検索を実行することによって判別されます。ルー
ト ステートメントも設定できますが、適用されるのは FWSM を起点とするトラフィックだけです。た
とえば、Syslog サーバがリモート ネットワークに配置されている場合、FWSM がそのサブネットにア
クセスできるように、スタティック ルートを使用する必要があります。
ただし、音声検査を使用しており、エンドポイントが FWSM から 1 ホップ以上離れている場合は例外
です。たとえば、CCM と H.323 ゲートウェイ間でトランスペアレント ファイアウォールを使用してお
り、トランスペアレント ファイアウォールと H.323 ゲートウェイ間にルータが存在する場合、H.323
ゲートウェイが正常にコールを完了できるようにするには、FWSM でスタティック ルートを追加する
必要があります。

NAT を使用する場合は、FWSM で MAC アドレス検索の代わりにルート検索が使用されます。場合に
よっては、スタティック ルートが必要になります。たとえば、実宛先アドレスが FWSM に直接接続さ
れていない場合、FWSM でその実宛先アドレス用に、ダウンストリーム ルータをポイントするスタ
ティック ルートを追加する必要があります。

ネットワークでのトランスペアレント ファイアウォールの使用
図 5-6 に、外部デバイスが内部デバイスと同じサブネット上にある一般的なトランスペアレント ファ
イアウォール ネットワークを示します。内部ルータとホストは、外部ルータに直接接続されているよ
うに見えます。
図 5-6

トランスペアレント ファイアウォール ネットワーク

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

10.1.1.1
FWSM

▤ℂ IP
10.1.1.2

ࡀ࠶࠻ࡢࠢ A

10.1.1.3

ࡀ࠶࠻ࡢࠢ B
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図 5-7 に、2 つのブリッジ グループを持つ、FWSM に接続されている 2 つのネットワークを示します。
図 5-7

2 つのブリッジ グループを持つトランスペアレント ファイアウォール ネットワーク

10.1.1.1
▤ℂ IP
ࡉ࠶ࠫ ࠣ࡞ࡊ 1
10.1.1.2

▤ℂ IP
ࡉ࠶ࠫ ࠣ࡞ࡊ 2
10.2.1.2
10.2.1.3

92902

10.1.1.3

10.2.1.1

トランスペアレント ファイアウォールの注意事項
トランスペアレント ファイアウォール ネットワークを計画するときの注意事項は、次のとおりです。

• 各ブリッジ グループに管理 IP アドレスが必要です。
各インターフェイスに IP アドレスが必要なルーテッド モードとは異なり、トランスペアレント
ファイアウォールではブリッジ グループ全体に 1 つの IP アドレスが割り当てられています。
FWSM は、この IP アドレスを、システム メッセージや AAA 通信など、FWSM で発信されるパ
ケットの送信元アドレスとして使用します。ブリッジ グループ管理アドレスのほか、オプション
で、管理インターフェイスを設定できます。詳細については、「管理インターフェイス」（P.5-8）
を参照してください。
管理 IP アドレスは、接続されているネットワークと同じサブネット内にある必要があります。
FWSM では、セカンダリ ネットワーク上のトラフィックはサポートされていません。管理 IP アド
レスと同じネットワーク上のトラフィックだけがサポートされています。管理 IP サブネットの詳
細については、「IP アドレスのブリッジ グループへの割り当て」（P.6-7）を参照してください。

• 各ブリッジ グループは、内部インターフェイスと外部インターフェイスだけを使用します。
• 直接接続された各ネットワークは、同一サブネット上になければなりません。
• ブリッジ グループの管理用 IP アドレスを接続されたデバイスのデフォルト ゲートウェイとして指
定しないでください。デバイスには、FWSM の反対側にあるルータをデフォルト ゲートウェイと
して指定する必要があります。

• 管理トラフィックの戻りパスを指定するために必要な、トランスペアレント ファイアウォールの
デフォルト ルートは、1 つのブリッジ グループ ネットワークからの管理トラフィックにだけ適用
されます。これは、デフォルト ルートはブリッジ グループのインターフェイスとブリッジ グルー
プ ネットワークのルータ IP アドレスを指定しますが、ユーザは 1 つのデフォルト ルートしか定義
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できないためです。複数のブリッジ グループ ネットワークからの管理トラフィックが存在する場
合は、管理トラフィックの発信元ネットワークを識別するスタティック ルートを指定する必要が
あります。

• マルチコンテキスト モードでは、各コンテキストが別個のインターフェイスを使用する必要があ
ります。コンテキスト間でインターフェイスを共有することはできません。ただし、マルチ コン
テキスト間で共有できるオプションの管理 VLAN は例外です。

• マルチコンテキスト モードの場合、各コンテキストは一般に異なるサブネットを使用します。重
複するサブネットを使用することもできますが、ルーティング スタンドポイントから可能にする
ため、ネットワーク トポロジにルータと NAT コンフィギュレーションが必要です。

• 拡張アクセス リストを使用して、IP トラフィックなどのレイヤ 3 トラフィックが FWSM を通過で
きるようにしなければなりません。
任意で EtherType アクセス リストを使用することによって、IP 以外のトラフィックを通過させる
こともできます。

トランスペアレント モードでサポートされていない機能
表 5-1 に、トランスペアレント モードではサポートされていない機能を示します。
表 5-1

トランスペアレント モードでサポートされていない機能

サポートされない機能

説明

DHCP リレー

トランスペアレント ファイアウォールは DHCP サーバとし
て機能することができますが、DHCP リレー コマンドはサ
ポートしません。拡張アクセス リストを使用して DHCP ト
ラフィックを通過させることができるため、DHCP リレーは
必要ありません。

ダイナミック ルーティング プロトコル ただし、FWSM で発信されたトラフィックのスタティック
ルートを追加できます。拡張アクセス リストを使用して、
ダイナミック ルーティング プロトコルが FWSM を通過でき
るようにすることもできます。
ブリッジ グループ IP アドレスまたは
管理インターフェイス IP アドレスの

ただし、EtherType アクセス リストを使用して IPv6
EtherType を通過させることはできます。

スイッチ上の LoopGuard

FWSM がトランスペアレント モードの場合、スイッチでグ
ローバルに LoopGuard をイネーブルにしないでください。
LoopGuard は、スイッチと FWSM 間の内部 EtherChannel

IPv6

に自動的に適用されます。そのため、フェールオーバーおよ
びフェールバック後、EtherChannel がエラー ディセーブル
ステートになるため、LoopGuard によりセカンダリ ユニッ
トが切断されます。

5-12

マルチキャスト

ただし、拡張アクセス リストで許可することで、マルチ
キャスト トラフィックが FWSM を通過できるようにするこ
とはできます。

管理用リモート アクセス VPN

管理のためにサイト間 VPN を使用できます。
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トランスペアレント ファイアウォールを通過するデータの動き
図 5-8 に、パブリック Web サーバを含む内部ネットワークを持つ一般的なトランスペアレント ファイ
アウォールの実装を示します。内部ユーザがインターネット リソースにアクセスできるよう、FWSM
にはアクセス リストがあります。別のアクセス リストによって、外部ユーザは内部ネットワーク上の
Web サーバだけにアクセスできます。
図 5-8

一般的なトランスペアレント ファイアウォールのデータ パス

www.example.com
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209.165.200.225
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FWSM

ここでは、データが FWSM をどのように通過するかについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「内部ユーザが Web サーバにアクセスする」（P.5-14）
• 「NAT を使用して内部ユーザが Web サーバにアクセスする」（P.5-15）
• 「外部ユーザが内部ネットワーク上の Web サーバにアクセスする」（P.5-16）
• 「外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする」（P.5-17）
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内部ユーザが Web サーバにアクセスする
図 5-9 は、内部ユーザが外部 Web サーバにアクセスしていることを示しています。
図 5-9

内部から外部へ

www.example.com

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

209.165.201.2
▤ℂ IP
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ࡎࠬ࠻
209.165.201.3
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FWSM

次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-9 を参照）。

1. 内部ネットワークのユーザは、www.example.com から Web ページを要求します。
2. FWSM はパケットを受信し、必要な場合、送信元 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティ ポリシー（アクセス リスト、フィ
ルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを確認します。
マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は、固有なインターフェイスに従ってパケットを分類
します。

3. FWSM は、セッションが確立されたことを記録します。
4. 宛先 MAC アドレスがテーブル内にある場合、FWSM は外部インターフェイスからパケットを転
送します。宛先 MAC アドレスは、アップストリーム ルータのアドレス 209.165.201.2 です。
宛先 MAC アドレスが FWSM のテーブルにない場合、FWSM は、ARP 要求と ping を送信して、
MAC アドレスを検出しようとします。最初のパケットはドロップされます。

5. Web サーバが要求に応答します。セッションがすでに確立されているため、パケットは、新しい
接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

6. FWSM は、パケットを内部ユーザに転送します。
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NAT を使用して内部ユーザが Web サーバにアクセスする
図 5-9 は、内部ユーザが外部 Web サーバにアクセスしていることを示しています。
図 5-10

NAT を使用して内部から外部へ

www.example.com
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209.165.201.10
10.1.2.1
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10.1.2.2

ࡎࠬ࠻
10.1.2.27

190153

FWSM

次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-9 を参照）。

1. 内部ネットワークのユーザは、www.example.com から Web ページを要求します。
2. FWSM はパケットを受信し、必要な場合、送信元 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティ ポリシー（アクセス リスト、フィ
ルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを確認します。
マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は、固有なインターフェイスに従ってパケットを分類
します。

3. FWSM は実際のアドレス（10.1.2.27）をマッピング アドレス 209.165.201.10 に変換します。
マッピング アドレスは外部インターフェイスと同じネットワーク上にないため、アップストリー
ム ルータに FWSM をポイントするマッピング ネットワークへのスタティック ルートがあること
を確認します。

4. 次に、FWSM はセッションが確立されたことを記録し、外部インターフェイスからパケットを転
送します。

5. 宛先 MAC アドレスがテーブル内にある場合、FWSM は外部インターフェイスからパケットを転
送します。宛先 MAC アドレスは、アップストリーム ルータのアドレス 10.1.2.1 です。
宛先 MAC アドレスが FWSM のテーブルにない場合、FWSM は、ARP 要求と ping を送信して、
MAC アドレスを検出しようとします。最初のパケットはドロップされます。
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6. Web サーバが要求に応答します。セッションがすでに確立されているため、パケットは、新しい
接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

7. FWSM は、マッピング アドレスを実際のアドレス 10.1.2.27 に変換することによって、NAT を実
行します。

8. FWSM は、パケットを内部ユーザに転送します。

外部ユーザが内部ネットワーク上の Web サーバにアクセスする
図 5-11 は、外部ユーザが内部 Web サーバにアクセスしていることを示しています。
図 5-11

外部から内部へ
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次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-11 を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザは、内部 Web サーバから Web ページを要求します。
2. FWSM はパケットを受信し、必要な場合、送信元 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティ ポリシー（アクセス リスト、フィ
ルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを確認します。
マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は、固有なインターフェイスに従ってパケットを分類
します。

3. FWSM は、セッションが確立されたことを記録します。
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4. 宛先 MAC アドレスがテーブル内にある場合、FWSM は内部インターフェイスからパケットを転
送します。宛先 MAC アドレスは、ダウンストリーム ルータのアドレス 209.186.201.1 です。
宛先 MAC アドレスが FWSM のテーブルにない場合、FWSM は、ARP 要求と ping を送信して、
MAC アドレスを検出しようとします。最初のパケットはドロップされます。

5. Web サーバが要求に応答します。セッションがすでに確立されているため、パケットは、新しい
接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

6. FWSM は、パケットを外部ユーザに転送します。

外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする
図 5-12 は、外部ユーザが内部ネットワーク上のホストにアクセスしようとしていることを示していま
す。
図 5-12

外部から内部へ
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次の手順では、データが FWSM をどのように通過するかを示します（図 5-12 を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします。
2. FWSM はパケットを受信し、必要な場合、送信元 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティ ポリシー（アクセス リスト、フィ
ルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されているかどうかを確認します。
マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は、固有なインターフェイスに従ってパケットを分類
します。

3. パケットが拒否され、FWSM がパケットを廃棄します。
4. 外部ユーザが内部ネットワークを攻撃しようとした場合、FWSM は多数のテクノロジーを使用し
て、すでに確立されたセッションに対してパケットが有効かどうかを判別します。
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トランスペアレント ファイアウォール モードまたはルーテッド ファイアウォール モードの設定

トランスペアレント ファイアウォール モードまたはルー
テッド ファイアウォール モードの設定
ルーテッド ファイアウォール モード（デフォルト）またはトランスペアレント ファイアウォール モー
ドで動作するように、各コンテキストを設定できます。
多くのコマンドは両方のモードではサポートされていないため、モードを変更した場合は、FWSM に
よってコンフィギュレーションが消去されます。設定済みのコンフィギュレーションがある場合は、
モードを変更する前にコンフィギュレーションをバックアップしてください。新しいコンフィギュレー
ション作成時の参照としてこのバックアップを使用できます。

firewall transparent コマンドを使用してモードを変更するテキスト コンフィギュレーションを
FWSM にダウンロードする場合は、このコマンドをコンフィギュレーションの先頭に配置します。先
頭に配置することによって、FWSM でこのコマンドが読み込まれるとすぐにモードが変更され、その
後引き続きダウンロードされたコンフィギュレーションが読み込まれます。コマンドをコンフィギュ
レーションの後の方に配置すると、コンフィギュレーション内のその位置よりも前にあるすべての行が
FWSM によって消去されます。

• モードを透過的に設定するには、各コンテキストに次のコマンドを入力します。
hostname(config)# firewall transparent

• モードをルーテッドに設定するには、各コンテキストに次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no firewall transparent
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インターフェイス パラメータの設定
この章では、各インターフェイスに名前、セキュリティ レベル、IP アドレスを設定する方法について
説明します。さらにトランスペアレント ファイアウォールでは、各インターフェイスのペアにブリッ
ジ グループの設定が必要です。
この章では、次の内容について説明します。

• 「セキュリティ レベルの概要」（P.6-1）
• 「ルーテッド ファイアウォール モードのインターフェイスの設定」（P.6-2）
• 「トランスペアレント ファイアウォール モードのインターフェイスの設定」（P.6-4）
• 「同一セキュリティ レベルのインターフェイス間の通信の許可」（P.6-10）
• 「インターフェイスのオン / オフ」（P.6-12）

セキュリティ レベルの概要
各インターフェイスに 0（最下位）～ 100（最上位）のセキュリティ レベルを設定する必要がありま
す。たとえば、内部ホスト ネットワークなど、最もセキュアなネットワークにはレベル 100 を割り当
てる必要があります。一方、インターネットなどに接続する外部ネットワークにはレベル 0 が割り当て
られる場合があります。DMZ など、その他のネットワークはその中間に設定できます。複数のイン
ターフェイスを同じセキュリティ レベルに割り当てることができます。詳細については、「同一セキュ
リティ レベルのインターフェイス間の通信の許可」（P.6-10）を参照してください。
レベルによって、次の動作が制御されます。

• インスペクション エンジン：一部のインスペクション エンジンは、セキュリティ レベルに依存し
ます。同じセキュリティ レベルのインターフェイス間では、インスペクション エンジンは発信と
着信のいずれのトラフィックに対しても適用されます。

– NetBIOS インスペクション エンジン：発信接続に対してのみ適用されます。
– OraServ インスペクション エンジン：ホストのペア間に OraServ ポートへの制御接続が存在
する場合は、FWSM 経由での着信データ接続のみが許可されます。
• フィルタリング：HTTP(S) および FTP フィルタリングは発信接続にだけ適用されます。同じセ
キュリティ レベルのインターフェイス間では、発信と着信のいずれのトラフィックもフィルタリ
ングできます。

• NAT コントロール：NAT コントロールをイネーブルにする場合、高いセキュリティ レベルのイン
ターフェイス（内部）上のホストから低いセキュリティ レベルのインターフェイス（外部）上の
ホストにアクセスするときは、内部インターフェイスのホストに NAT を設定する必要があります。
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NAT コントロールをイネーブルにしない場合、または同じセキュリティ レベルのインターフェイ
ス間においては、任意のインターフェイス間で NAT を使用することも、使用しないこともできま
す。外部インターフェイスに NAT を設定する場合は、特別なキーワードが必要になることがあり
ます。

• established コマンド：このコマンドを使用すると、高いレベルのホストから低いレベルのホスト
への接続がすでに確立されている場合、低いセキュリティ レベルのホストから高いセキュリティ
レベルのホストへの戻り接続が許可されます。
同一セキュリティ レベルのインターフェイス間の通信をイネーブルにする場合（「同一セキュリ
ティ レベルのインターフェイス間の通信の許可」（P.6-10）を参照）、双方向に established コマン
ドを設定できます。

ルーテッド ファイアウォール モードのインターフェイスの
設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項および制約事項」（P.6-2）
• 「インターフェイスの設定」（P.6-3）

注意事項および制約事項
インターフェイスを設定する場合は、次のガイドラインを参照してください。

マルチ コンテキスト モードのガイドライン

• 設定できるのは、allocate-interface コマンドを使用してシステム コンフィギュレーションでコン
テキストにすでに割り当てられているコンテキスト インターフェイスだけです。

• システム実行スペース内でのインターフェイスの状態にかかわらず、すべての割り当て済みのイン
ターフェイスがデフォルトでイネーブルになっています。ただし、トラフィックがインターフェイ
スを通過するためには、そのインターフェイスもシステム実行スペース内でイネーブルになってい
る必要があります。インターフェイスをシステム実行スペースでシャットダウンすると、そのイン
ターフェイスは、それを共有しているすべてのコンテキストでダウンします。「インターフェイス
のオン / オフ」（P.6-12）を参照してください。

• 各コンテキスト内からコンテキスト インターフェイスを設定します。
• システム コンフィギュレーションでフェールオーバー インターフェイスを設定します。フェール
オーバー インターフェイスは、この手順で設定しないでください。詳細については、第 14 章
「フェールオーバーの設定」を参照してください。
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VLAN ID に関するガイドライン
コンフィギュレーションにはあらゆる VLAN ID を追加できますが、トラフィックを転送できるのはス
イッチによって FWSM に割り当てられた VLAN だけです。show vlan コマンドを使用して、FWSM
に割り当てられたすべての VLAN を表示します。
スイッチによって FWSM にまだ割り当てられていない VLAN にインターフェイスを追加した場合、
そのインターフェイスはダウン ステートになります。FWSM に VLAN を割り当てた時点で、イン
ターフェイスはアップ ステートに変化します。インターフェイス ステートの詳細については、show
interface コマンドを参照してください。

フェールオーバー ガイドライン
フェールオーバーを使用している場合は、フェールオーバー通信およびステートフル フェールオー
バー通信に予約されているインターフェイスには、この方法で名前を付けないでください。フェール
オーバーおよびステート リンクの設定については、第 14 章「フェールオーバーの設定」を参照してく
ださい。

インターフェイスの設定
トラフィックに FWSM の通過を許可するには、事前にインターフェイス名と IP アドレスを設定して
おく必要があります。また、セキュリティ レベルをデフォルトの 0 から変更する必要があります。イ
ンターフェイスに名前「inside」を付けて、明示的にセキュリティ レベルを設定しないと、FWSM は
セキュリティ レベルを 100 に設定します。
インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

設定するインターフェイスを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# interface {vlan number | mapped_name}

マルチコンテキスト モードの場合、マップ名が allocate-interface コマンドを使用して割り当てられて
いれば、そのマップ名を入力します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# interface vlan 101

ステップ 2

インターフェイスに名前を付けるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# nameif name

name は最大 48 文字のテキスト文字列です。大文字と小文字は区別されません。名前を変更するには、
このコマンドで新しい値を再入力します。その名前を参照するすべてのコマンドが削除されるため、

no 形式は入力しないでください。
（注）

ステップ 3

インターフェイスの名前を設定すると、セキュリティ レベルは自動的に 0 に変更されます。た
だし、名前が「内部」の場合、セキュリティ レベルは 100 になります。

次のコマンドを入力して、セキュリティ レベルを設定します。
hostname(config-if)# security-level number

number には、0（最下位）～ 100（最上位）の整数を指定します。
インターフェイスのセキュリティ レベルを変更する場合、既存の接続がタイムアウトするのを待たず
に新しいセキュリティ情報を使用するときは、clear local-host コマンドを使用して接続をクリアでき
ます。
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ステップ 4

次のコマンドを入力して、IP アドレスを設定します。
hostname(config-if)# ip address ip_address [mask] [standby ip_address]

フェールオーバーには、standby キーワードとアドレスを使用します。詳細については、第 14 章
「フェールオーバーの設定」を参照してください。

（注）

IPv6 アドレスの設定については、「インターフェイス上での IPv6 の設定」（P.10-2）を参照し
てください。

次に、VLAN 101 のパラメータの設定例を示します。
hostname(config)# interface vlan 101
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

次に、マルチコンテキスト モードでコンテキスト コンフィギュレーションにパラメータを設定する例
を示します。インターフェイス ID はマップ名です。
hostname/contextA(config)# interface int1
hostname/contextA(config-if)# nameif outside
hostname/contextA(config-if)# security-level 100
hostname/contextA(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

トランスペアレント ファイアウォール モードのインター
フェイスの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「トランスペアレント モードのインターフェイスの概要」（P.6-4）
• 「通過するトラフィックのトランスペアレント ファイアウォール インターフェイスの設定」
（P.6-6）
• 「IP アドレスのブリッジ グループへの割り当て」（P.6-7）
• 「管理インターフェイスの追加」（P.6-8）

トランスペアレント モードのインターフェイスの概要
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ブリッジ グループの概要」（P.6-5）
• 「デバイス管理の概要」（P.6-5）
• 「注意事項および制約事項」（P.6-5）
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ブリッジ グループの概要
トランスペアレント ファイアウォールは、その内部インターフェイスと外部インターフェイスで同じ
ネットワークを接続します。インターフェイスの各ペアは、ブリッジ グループに属します。ブリッジ
グループには、管理 IP アドレスを割り当てる必要があります。2 つのインターフェイスそれぞれの最
大 8 つのブリッジ グループを設定できます。各ブリッジ グループは、別々のネットワークに接続しま
す。ブリッジ グループのトラフィックは他のブリッジ グループから隔離され、トラフィックは FWSM
内の他のブリッジ グループにはルーティングされません。また、トラフィックは外部ルータから
FWSM 内の他のブリッジ グループにルーティングされる前に、FWSM から出る必要があります。
セキュリティ コンテキストのオーバーヘッドを防ぐ場合、またはセキュリティ コンテキストの使用を
最大限にする場合、複数のブリッジ グループを使用することがあります。ブリッジング機能はブリッ
ジ グループごとに分かれていますが、その他の多くの機能はすべてのブリッジ グループ間で共有され
ます。たとえば、すべてのブリッジ グループはシステム ログ サーバまたは AAA サーバのコンフィ
ギュレーションを共有します。セキュリティ ポリシーを完全に分離するには、各コンテキスト内に 1
つのブリッジ グループにして、セキュリティ コンテキストを使用します。

（注）

FWSM では、セカンダリ ネットワーク上のトラフィックはサポートされていません。管理 IP アドレ
スと同じネットワーク上のトラフィックだけがサポートされています。

デバイス管理の概要
デバイス管理については、次のメカニズムを使用できます。

• 任意のブリッジ グループ管理アドレス：管理ステーションがあるブリッジ グループ ネットワーク
に接続します。

• 個別の管理インターフェイス：管理インターフェイスは、どのブリッジ グループにも属しません。
このインターフェイスは、特に、マルチ コンテキストでシングル管理インターフェイスを共有で
きるマルチ コンテキスト モードで役に立ちます。
管理インターフェイスについては、次のガイドラインを参照してください。

– シングル モードまたはコンテキストごとに使用できる管理インターフェイスは 1 つだけです。
各コンテキストで管理インターフェイスを 1 つだけ使用する限り、コンテキストによって異な
るインターフェイスを使用できます。

– 管理インターフェイス IP アドレスは、任意のブリッジ グループ ネットワークとは別のネット
ワークのものも、ブリッジ グループ ネットワークと同じネットワークのものも使用できます。

– マルチ コンテキストでインターフェイスを共有する場合、インターフェイス IP アドレスは、
各コンテキストで同じネットワークになければなりません。

– 管理 VLAN は、マルチ トランスペアレント コンテキストのみで共有できます。この VLAN
は、ルーテッド コンテキストと共有できません。

注意事項および制約事項
インターフェイスを設定する場合は、次のガイドラインを参照してください。

マルチ コンテキスト モードのガイドライン
• 設定できるのは、allocate-interface コマンドを使用してシステム コンフィギュレーションでコン
テキストにすでに割り当てられているコンテキスト インターフェイスだけです。
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• システム実行スペース内でのインターフェイスの状態にかかわらず、すべての割り当て済みのイン
ターフェイスがデフォルトでイネーブルになっています。ただし、トラフィックがインターフェイ
スを通過するためには、そのインターフェイスもシステム実行スペース内でイネーブルになってい
る必要があります。インターフェイスをシステム実行スペースでシャットダウンすると、そのイン
ターフェイスは、それを共有しているすべてのコンテキストでダウンします。

• 各コンテキスト内からコンテキスト インターフェイスを設定します。
• システム コンフィギュレーションでフェールオーバー インターフェイスを設定します。フェール
オーバー インターフェイスは、この手順で設定しないでください。詳細については、第 14 章
「フェールオーバーの設定」を参照してください。

VLAN ID に関するガイドライン
コンフィギュレーションにはあらゆる VLAN ID を追加できますが、トラフィックを転送できるのはス
イッチによって FWSM に割り当てられた VLAN だけです。show vlan コマンドを使用して、FWSM
に割り当てられたすべての VLAN を表示します。
スイッチによって FWSM にまだ割り当てられていない VLAN にインターフェイスを追加した場合、
そのインターフェイスはダウン ステートになります。FWSM に VLAN を割り当てた時点で、イン
ターフェイスはアップ ステートに変化します。インターフェイス ステートの詳細については、show
interface コマンドを参照してください。

フェールオーバー ガイドライン
フェールオーバーを使用している場合は、フェールオーバー通信およびステートフル フェールオー
バー通信に予約されているインターフェイスには、この方法で名前を付けないでください。フェール
オーバーおよびステート リンクの設定については、第 14 章「フェールオーバーの設定」を参照してく
ださい。

通過するトラフィックのトランスペアレント ファイアウォール インター
フェイスの設定
インターフェイスをブリッジ グループに割り当てて、名前とセキュリティ レベルを設定する手順は、
次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、インターフェイスを識別します。
hostname(config)# interface {vlan number | mapped_name}

マルチコンテキスト モードの場合、マップ名が allocate-interface コマンドを使用して割り当てられて
いれば、そのマップ名を入力します。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、インターフェイスをブリッジ グループに割り当てます。
hostname(config-if)# bridge-group number

number は、1 ～ 100 の整数です。1 つのブリッジ グループには 2 つのインターフェイスしか割り当て
ることができません。同一インターフェイスを複数のブリッジ グループに割り当てることはできませ
ん。
ステップ 3

インターフェイスに名前を付けるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# nameif name
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name は最大 48 文字のテキスト文字列です。大文字と小文字は区別されません。名前を変更するには、
このコマンドで新しい値を再入力します。その名前を参照するすべてのコマンドが削除されるため、

no 形式は入力しないでください。インターフェイスに名前「inside」を付けて、明示的にセキュリティ
レベルを設定しないと、FWSM はセキュリティ レベルを 100 に設定します。
ステップ 4

次のコマンドを入力して、セキュリティ レベルを設定します。
hostname(config-if)# security-level number

number には、0（最下位）～ 100（最上位）の整数を指定します。デフォルトでは、インターフェイス
に名前を付けると、セキュリティ レベルは FWSM によって 0 に設定されます。

IP アドレスのブリッジ グループへの割り当て
トランスペアレント ファイアウォールは、IP ルーティングに参加しません。FWSM に必要な IP 設定
は、各ブリッジ グループに管理 IP アドレスを設定することだけです。このアドレスが必要なのは、
FWSM がシステム ログ メッセージ、AAA サーバとの通信など、FWSM が発信元となるトラフィック
の送信元アドレスとしてこのアドレスを使用するからです。リモート管理アクセスにこのアドレスを使
用することもできます（FWSM を別の方法で管理するには、「管理インターフェイスの追加」（P.6-8）
を参照してください）。
管理 IP アドレスを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、ブリッジ グループを識別します。
hostname(config)# interface bvi bridge_group_number

ステップ 2

次のコマンドを入力して、IP アドレスを指定します。
hostname(config-if)# ip address ip_address [mask] [standby ip_address]

トランスペアレント ファイアウォールにホスト アドレス（/32 または 255.255.255.255）を割り当てな
いでください。また、/30 サブネットなど（255.255.255.252）、ホスト アドレスが 3 つ未満（アップス
トリーム ルータ、ダウンストリーム ルータ、トランスペアレント ファイアウォールにそれぞれ 1 つず
つ）の他のサブネットを使用しないでください。FWSM は、サブネットの先頭アドレスと最終アドレ
スとの間で送受信されるすべての ARP パケットをドロップします。このため、/30 サブネットを使用
し、このサブネットからアップストリーム ルータに予約済みアドレスを割り当てると、FWSM はダウ
ンストリーム ルータからアップストリーム ルータへの ARP 要求を廃棄します。

FWSM では、セカンダリ ネットワーク上のトラフィックはサポートされていません。管理 IP アドレ
スと同じネットワーク上のトラフィックだけがサポートされています。
フェールオーバーには、standby キーワードとアドレスを使用します。詳細については、第 14 章
「フェールオーバーの設定」を参照してください。

次に、VLAN 300 および 301 をブリッジ グループ 1 に割り当てて、ブリッジ グループ 1 の管理アドレ
スおよびスタンバイ アドレスを設定する例を示します。
hostname(config)# interface vlan 300
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# bridge-group 1
hostname(config-if)# interface vlan 301
hostname(config-if)# nameif outside
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hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# bridge-group 1
hostname(config-if)# interface bvi 1
hostname(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 standby 10.1.3.2

管理インターフェイスの追加
各ブリッジ グループ管理 IP アドレスのほか、どのブリッジ グループにも属さず、FWSM への管理ト
ラフィックのみを許可する別個の管理インターフェイスを追加できます。詳細については、「デバイス
管理の概要」（P.6-5）を参照してください。
管理インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

設定するインターフェイスを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# interface {vlan number | mapped_name}

マルチコンテキスト モードの場合、マップ名が allocate-interface コマンドを使用して割り当てられて
いれば、そのマップ名を入力します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# interface vlan 101

ステップ 2

インターフェイスに名前を付けるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# nameif name

name は最大 48 文字のテキスト文字列です。大文字と小文字は区別されません。名前を変更するには、
このコマンドで新しい値を再入力します。その名前を参照するすべてのコマンドが削除されるため、

no 形式は入力しないでください。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、セキュリティ レベルを設定します。
hostname(config-if)# security-level 100

このインターフェイスは、レベル 100 に設定する必要があります。
ステップ 4

次のコマンドを入力して、IP アドレスを設定します。
hostname(config-if)# ip address ip_address [mask] [standby ip_address]

フェールオーバーには、standby キーワードとアドレスを使用します。詳細については、第 14 章
「フェールオーバーの設定」を参照してください。
ステップ 5

このインターフェイスを management-only に設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# management-only

このコマンドは必須です。management-only コマンドを使用しないインターフェイスは無視されま
す。

6-8

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第6章

インターフェイス パラメータの設定
トランスペアレント ファイアウォール モードのインターフェイスの設定

次に、それぞれにブリッジ グループが 1 つある 3 つのコンテキストと共有管理 VLAN のインターフェ
イスを設定する例を示します（図 6-1 を参照）。
図 6-1

共有管理 VLAN

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

⟶⌮ VLAN 500
VLAN 104
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ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ B

10.0.0.1
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FWSM
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ෆ㒊
ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ C

247335

ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ A

VLAN 106

コンテキスト A
hostname(config)# interface vlan500
hostname(config-if)# nameif mgmt
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# management-only
hostname(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#

interface vlan101
nameif inside
security-level 100
bridge-group 10

hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#

interface vlan102
nameif outside
security-level 0
bridge-group 10

hostname(config-if)# interface bvi 10
hostname(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.224
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コンテキスト B
hostname(config)# interface vlan500
hostname(config-if)# nameif mgmt
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# management-only
hostname(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#

interface vlan103
nameif inside
security-level 100
bridge-group 20

hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#

interface vlan104
nameif outside
security-level 0
bridge-group 20

hostname(config-if)# interface bvi 20
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.2 255.255.255.224

コンテキスト C
hostname(config)# interface vlan500
hostname(config-if)# nameif mgmt
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# management-only
hostname(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.0.0.0
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#

interface vlan105
nameif inside
security-level 100
bridge-group 30

hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#

interface vlan106
nameif outside
security-level 0
bridge-group 30

hostname(config-if)# interface bvi 30
hostname(config-if)# ip address 209.165.202.129 255.255.255.224

同一セキュリティ レベルのインターフェイス間の通信の許可
デフォルトでは、NAT とアクセス リストを設定しても、同一セキュリティ レベルのインターフェイス
は相互に通信できません。また、デフォルトでは、トラフィックは同一インターフェイスに入って出る
ことはできません。ここでは、インターフェイス間通信およびインターフェイス内通信を設定する方法
について説明します。内容は次のとおりです。

• 「インターフェイス間通信の設定」（P.6-11）
• 「インターフェイス内通信の設定」（P.6-11）

6-10

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第6章

インターフェイス パラメータの設定
同一セキュリティ レベルのインターフェイス間の通信の許可

インターフェイス間通信の設定
同一セキュリティ レベルのインターフェイス間での通信を許可すると、101 を超える通信インター
フェイスを設定できます。各インターフェイスで異なるセキュリティ レベルを使用したときに、同一
のセキュリティ レベルにインターフェイスを割り当てないと、各レベル（0 ～ 100）に 1 つのインター
フェイスしか設定できません。

（注）

NAT 制御をイネーブルにする場合、同一セキュリティ レベルのインターフェイス間では NAT を設定
する必要がありません。NAT および同一セキュリティ レベルのインターフェイスの詳細については、
「NAT および同一セキュリティ レベルのインターフェイス」（P.16-15）を参照してください。
同じセキュリティ インターフェイス通信をイネーブルにした場合でも、異なるセキュリティ レベルで
通常どおりインターフェイスを設定できます。
同一セキュリティ レベルのインターフェイスが相互に通信できるようにするには、次のコマンドを入
力します。
hostname(config)# same-security-traffic permit inter-interface

この設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

外部インターフェイスと内部インターフェイスの両方に同一セキュリティ レベルのインターフェイス
を使用する場合、必要に応じて xlate-bypass コマンドをイネーブルにできます。状況によっては、そ
のコンフィギュレーションで xlate の最大数を超えてもかまいません（制限については、「管理対象の
システム リソース」（P.A-5）を参照してください）。たとえば、xlate-bypass を使用しない場合、
（NAT を設定していなくても）すべての接続に対して xlate が作成されます。同一セキュリティ トラ
フィックのコンフィギュレーションでは、xlate を作成する目的で、「内部」インターフェイスとなる同
一セキュリティ レベルのインターフェイスがランダムに選択されます。FWSM が外部の同一セキュリ
ティ レベル インターフェイスを「内部」インターフェイスと見なしてしまうと、そのインターフェイ
スを介してアクセスされるすべてのインターネット ホスト用に xlate が作成されます。数千のインター
ネット ホストをスキャンするアプリケーション（またはウィルス）が内部ネットワーク上に存在する
場合、xlate テーブル内のすべてのエントリがすぐに使い果たされる可能性があります。

インターフェイス内通信の設定
同一インターフェイス上の 2 つのホスト間の通信をイネーブルにするように FWSM を設定できます。
この機能をイネーブルにするには、まず、パケットがスイッチ経由で宛先ホストに直接送信されるので
はなく、FWSM MAC アドレスに送信されるように、MSFC を正しく設定する必要があります。図 6-2
に、同一インターフェイス上のホストが通信する必要があるネットワークを示します。次に、図 6-2 に
示すネットワークの MSFC 上でポリシー ルーティングをイネーブルにするために使用される
route-map コマンドの出力例を示します。
Router(config)# route-map
Router(config-route-map)#
Router(config-route-map)#
Router(config-route-map)#

intra-inter3 permit 0
match ip address 103
set interface Vlan20
set set ip next-hop 10.6.34.7

Router(config)# route-map
Router(config-route-map)#
Router(config-route-map)#
Router(config-route-map)#

intra-inter2 permit 20
match ip address 102
set interface Vlan20
set set ip next-hop 10.6.34.7

Router(config)# route-map intra-inter1 permit 10
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Router(config-route-map)# match ip address 101
Router(config-route-map)# set interface Vlan20
Router(config-route-map)# set set ip next-hop 10.6.34.7

図 6-2

同一インターフェイス上のホスト間の通信
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同一インターフェイス上の 2 つのホスト間の通信をイネーブルにする場合は、次の要件に注意してくだ
さい。

• 外部 NAT はサポートされていません。
• 同一セキュリティ レベルのインターフェイス間にスタティック ルートを設定できます。
同一セキュリティ レベルのホスト間の通信をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# same-security-traffic permit intra-interface

これらの設定をディセーブルにするには、コマンドの前に no を追加します。

インターフェイスのオン / オフ
デフォルトでは、すべてのインターフェイスがイネーブルです。コンテキスト内でインターフェイスを
ディセーブルにした場合、または再度イネーブルにした場合、影響を受けるのは、そのコンテキストの
インターフェイスだけです。ただし、システム実行スペースでインターフェイスをディセーブルにした
場合、または再度イネーブルにした場合は、全コンテキストに対応するその VLAN インターフェイス
に影響します。
インターフェイスをディセーブルにする、または再度イネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1
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次のコマンドを入力して、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
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hostname(config)# interface {vlan number | mapped_name}

マルチ コンテキスト モードの場合、マップ名が allocate-interface コマンドを使用して割り当てられ
ていれば、そのマップ名を入力します。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、インターフェイスをディセーブルにします。
hostname(config)# shutdown

ステップ 3

次のコマンドを入力して、インターフェイスを再度イネーブルにします。
hostname(config)# no shutdown
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基本設定
ここでは、コンフィギュレーションを機能させるために FWSM で通常必要な基本設定について説明し
ます。この章では、次の内容について説明します。

• 「パスワードの変更」（P.7-1）
• 「ホスト名の設定」（P.7-3）
• 「ドメイン名の設定」（P.7-4）
• 「プロンプトの設定」（P.7-5）
• 「ログイン バナーの設定」（P.7-5）

パスワードの変更
ここでは、ログイン パスワードとイネーブル パスワードの変更方法について説明します。内容は次の
とおりです。

• 「ログイン パスワードの変更」（P.7-1）
• 「イネーブル パスワードの変更」（P.7-2）
• 「メンテナンス ソフトウェア パスワードの変更」（P.7-2）

（注）

マルチコンテキスト モードでは、各コンテキストとシステム実行スペースに、それぞれ専用のログイ
ン ポリシーおよびパスワードがあります。

ログイン パスワードの変更
ログイン パスワードは、スイッチからのセッションおよび Telnet 接続と SSH 接続に使用します。デ
フォルトでは、ログイン パスワードは「cisco」です。パスワードを変更するには、次のコマンドを入
力します。
hostname(config)# {passwd | password} password

passwd または password と入力します。password は、大文字と小文字が区別されるパスワードです。
英数字と特殊記号を 16 文字まで使用できます。パスワードには、疑問符とスペースを除いて、任意の
文字を使用できます。
パスワードは暗号化された形式でコンフィギュレーションに保存されるため、パスワードの入力後に元
のパスワードを表示することはできません。パスワードをデフォルトの設定に戻す場合は、no
password コマンドを使用します。
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イネーブル パスワードの変更
イネーブル パスワードを使用すると、特権 EXEC モードに入ることができます。デフォルトでは、イ
ネーブル パスワードはブランクです。イネーブル パスワードを変更するには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config)# enable password password

password は、大文字と小文字が区別されるパスワードです。英数字と特殊記号を 16 文字まで使用でき
ます。パスワードには、疑問符とスペースを除いて、任意の文字を使用できます。
このコマンドは最高の特権レベルにパスワードを変更します。ローカル コマンド認可を設定すると、0
～ 15 の各特権レベルにイネーブル パスワードを設定できます。
パスワードは暗号化された形式でコンフィギュレーションに保存されるため、パスワードの入力後に元
のパスワードを表示することはできません。パスワードを指定せずに enable password コマンドを入
力すると、パスワードはデフォルトの空白に設定されます。

メンテナンス ソフトウェア パスワードの変更
メンテナンス ソフトウェアは、トラブルシューティングに役立ちます。メンテナンス ソフトウェアか
ら、たとえば、アプリケーション パーティションに新しいソフトウェアをインストールしたり、パス
ワードをリセットしたり、クラッシュ ダンプ情報を表示したりできます。メンテナンス ソフトウェア
にアクセスする唯一の方法は、FWSM とのセッションを開始することです。
メンテナンス ソフトウェアには、アクセス権限の異なる 2 つのユーザ レベルがあります。

• root：ネットワーク パーティション パラメータの設定、アプリケーション パーティション上のソ
フトウェア イメージのアップグレード、ゲスト アカウント パスワードの変更、およびゲスト アカ
ウントのイネーブル化またはディセーブル化を実行できます。
デフォルトのパスワードは「cisco」です。

• guest：ネットワーク パーティション パラメータを設定し、クラッシュ ダンプ情報を表示できま
す。
デフォルトのパスワードは「cisco」です。
両方のユーザのメンテナンス パーティション パスワードを変更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

スイッチのプロンプトに次のコマンドを入力して、メンテナンス パーティションで FWSM を再起動し
ます。
Router# hw-module module mod_num reset cf:1

ステップ 2

次のコマンドを入力して、FWSM とのセッションを確立します。
Router# session slot mod_num processor 1

ステップ 3

次のコマンドを入力して、root としてログインします。
Login: root

ステップ 4

プロンプトにパスワードを入力します。
Password:

デフォルトのパスワードは、「cisco」です。
ステップ 5

7-2

次のコマンドを入力して、root パスワードを変更します。
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root@localhost# passwd

ステップ 6

プロンプトに新しいパスワードを入力します。
Changing password for user root
New password:

ステップ 7

新しいパスワードを再入力します。
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully

ステップ 8

次のコマンドを入力して、guest パスワードを変更します。
root@localhost# passwd-guest

ステップ 9

プロンプトに新しいパスワードを入力します。
Changing password for user guest
New password:

ステップ 10

新しいパスワードを再入力します。
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully

次に、root アカウントのパスワードを設定する例を示します。
root@localhost# passwd
Changing password for user root
New password: *sh1p
Retype new password: *sh1p
passwd: all authentication tokens updated successfully

次に、guest アカウントのパスワードを設定する例を示します。
root@localhost# passwd-guest
Changing password for user guest
New password: f1rc8t
Retype new password: f1rc8t
passwd: all authentication tokens updated successfully

ホスト名の設定
FWSM にホスト名を設定すると、その名前がコマンドライン プロンプトに表示されます。このホスト
名によって、複数のデバイスとのセッションを確立する場合に、コマンドを入力する場所が常に把握で
きます。フェールオーバーを使用する場合、プライマリとセカンダリの両方のホスト名を指定できま
す。
プライマリとセカンダリの両方のホスト名を使用すると、「タグ付け」ロギングを使用できます。
logging device-hostname コマンドをイネーブルにすると、すべての syslog メッセージに、プライマリ
またはセカンダリのホスト名のタグが付けられます。
たとえば、コンテキスト内で、プライマリ ホスト名を context-CTX1-primary に、セカンダリ ホスト
名を context-CTX1-secondary に設定します。
Primary-FWSM/4/act/CTX1(config)# logging console debug
context-CTX1-primary %FWSM-5-111008: User 'enable_15' executed the 'logging cons debug'
command.
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スタンバイ ステートの secondary/CTX1 を次の出力にします。
Secondary-FWSM/4/act/CTX1(config)# logging console debug
**** WARNING ****
Configuration Replication is NOT performed from Standby unit to Active unit.
Configurations are no longer synchronized.
context-CTX1-secondary %FWSM-5-111008: User 'enable_15' executed the 'logging console
debug' command.

マルチコンテキスト モードの場合、システム実行スペースで設定したホスト名が、すべてのコンテキ
ストのコマンドライン プロンプトに表示されます。コンテキスト内で任意に設定したホスト名はコマ
ンドラインには表示されませんが、banner コマンド $(hostname) トークンによって使用できます。

FWSM 用のプライマリ ホスト名なのか、コンテキスト用のホスト名なのかを指定するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config)# hostname name

FWSM 用のセカンダリ ホスト名なのか、コンテキスト用のホスト名なのかを指定するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config)# hostname secondary name

名前には、63 文字以下の文字を使用できます。ホスト名はアルファベットまたは数字で開始および終
了する必要があり、間の文字にはアルファベット、数字、またはハイフンのみを使用する必要がありま
す。FWSM では、クエスチョン マーク（?）を除いて、印刷可能な 95 個のすべての文字がサポートさ
れています。ASCII 文字以外は使用しないでください。
次に、ホスト名をデフォルト（FWSM）から farscape に変更する例を示します。
FWSM(config)# hostname farscape
farscape(config)#

ドメイン名の設定
FWSM は、修飾子を持たない名前のサフィクスとして、ドメイン名を付加します。たとえば、ドメイ
ン名を「example.com」に設定し、syslog サーバに非修飾名「jupiter」を指定する場合、FWSM には
「jupiter.example.com」という名前が与えられます。
デフォルト ドメイン名は default.domain.invalid です。
マルチ コンテキスト モードでは、システム実行スペース内だけではなく、各コンテキストに対してド
メイン名を設定できます。

FWSM のドメイン名を指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# domain-name name

たとえば、ドメインを example.com として設定する場合、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# domain-name example.com
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プロンプトの設定
ホスト名、コンテキスト名、ドメイン名、スロット、フェールオーバー ステータス、フェールオー
バー プライオリティなどの CLI プロンプトに表示される情報を設定できます。マルチコンテキスト
モードでは、システム実行スペースまたは管理（admin）コンテキストへのログイン時に拡張プロンプ
トを表示できます。非管理コンテキスト内では、デフォルトのプロンプト（ホスト名およびコンテキス
ト名）のみが表示されます。
プロンプトに含める情報を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# prompt [hostname] [context] [domain] [slot] [state] [priority]

キーワードを入力する順序によって、プロンプト内の要素の順序が決まります。要素はスラッシュ（/）
で区切ります。各キーワードについては、次の説明を参照してください。

• hostname：ホスト名を表示します。
• domain：ドメイン名を表示します。
• context：（マルチモード限定）現在のコンテキストを表示します。
• priority：フェールオーバー プライオリティを pri（プライマリ）または sec（セカンダリ）で表示
します。プライオリティは failover lan unit コマンドを使用して設定します。
• slot：スイッチ内のスロットの位置を表示します。
• state：装置のトラフィック転送ステートを表示します。state キーワードには、次の値が表示され
ます。

– act：フェールオーバーはイネーブルです。装置はトラフィックをアクティブに通過させてい
ます。

– stby：フェールオーバーはイネーブルです。装置はトラフィックを通過させていません。スタ
ンバイ、失敗、または他の非アクティブ状態です。

– actNoFailover：フェールオーバーはイネーブルではありません。装置はトラフィックをアク
ティブに通過させています。

– stbyNoFailover：フェールオーバーはイネーブルではありません。装置はトラフィックを通過
させていません。これは、スタンバイ ユニットでしきい値を上回るインターフェイス障害が
発生したときに生じることがあります。
たとえば、可能なすべての要素をプロンプトに表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# prompt hostname context priority slot state

プロンプトが次のストリングに変化します。
hostname/admin/pri/6/act(config)#

ログイン バナーの設定
FWSM に接続するとき、Telnet を使用して FWSM にログインするとき、またはユーザ EXEC モード
を開始するときに表示されるメッセージを設定できます。
ログイン バナーを設定するには、システム実行スペースで、またはコンテキスト内で、次のコマンド
を入力します。
hostname(config)# banner {motd | login | exec} text

motd キーワードでは、初回接続時にバナーが表示されます。
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login キーワードでは、Telnet を使用して FWSM にログインするときにバナーが表示されます。
exec キーワードでは、ユーザ EXEC モードにアクセスするときにバナーが表示されます。
ユーザが FWSM に接続すると、まず「今日のお知らせ」バナーが表示され、その後にログイン バナー
とプロンプトが表示されます。このバナーは Telnet 接続以外では表示されません。さらに、ユーザが
FWSM に正しくログインすると（Telnet 接続の場合）、exec バナーが表示されます。

CLI を使用してバナーのテキストにスペースを含めることができますが、タブを入力することはできま
せん。FWSM のホスト名またはドメイン名は、$(hostname) 文字列と $(domain) 文字列を組み込むこ
とによって動的に追加できます。システム コンフィギュレーションでバナーを設定すると、コンテキ
スト コンフィギュレーションで $(system) という文字列を使用することによって、コンテキスト内で
そのバナー テキストを使用できます。
複数行にする場合は、各行の前に banner コマンドを指定します。
たとえば、「今日のお知らせ」バナーを追加するには、次のように入力します。
hostname(config)# banner motd Welcome to $(hostname)
hostname(config)# banner motd Contact me at admin@example.com for any
hostname(config)# banner motd issues
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IP ルーティングおよび DHCP サービスの設定
この章では、FWSM で IP ルーティングと DHCP を設定する方法について説明します。この章では、
次の内容について説明します。

• 「FWSM 内でのルーティングの仕組み」（P.8-1）
• 「スタティック ルートおよびデフォルト ルートの設定」（P.8-2）
• 「ルート マップの定義」（P.8-8）
• 「BGP スタブ ルーティングの設定」（P.8-10）
• 「OSPF の設定」（P.8-12）
• 「RIP の設定」（P.8-24）
• 「EIGRP の設定」（P.8-25）
• 「非対称ルーティング サポートの設定」（P.8-34）
• 「Route Health Injection の設定」（P.8-36）
• 「DHCP の設定」（P.8-39）

FWSM 内でのルーティングの仕組み
FWSM では、ルーティング テーブルと XLATE テーブルの両方を使用してルーティングを決定します。
FWSM では、宛先 IP 変換の対象、つまり非変換トラフィックを処理するために、既存の XLATE また
はスタティック変換を検索して出力インターフェイスを選択します。選択プロセスは次のとおりです。

出力インターフェイスの選択プロセス
• 宛先 IP 変換用 XLATE がすでに存在する場合、パケットの出力インターフェイスはルーティング
テーブルではなく、XLATE テーブルに基づいて決定されます。
• 宛先 IP 変換用 XLATE が存在せず、照合用スタティック変換が存在する場合、出力インターフェ
イスはスタティック ルートに基づいて決定され、XLATE が作成されます。ルーティング テーブル
は使用されません。

• 宛先 IP 変換用 XLATE も照合用スタティック変換も存在しない場合、パケットの宛先 IP 変換は実
行されません。FWSM では、ルートを検索して出力インターフェイスを選択することでこのパ
ケットを処理します。その後、（必要に応じて）送信元 IP 変換が実行されます。
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したがって、標準のダイナミック発信 NAT の場合、初期発信パケットはルート テーブルに基づいて
ルーティングされ、XLATE が作成されます。返信された着信パケットは、既存の XLATE だけに基づ
いて転送されます。スタティック NAT の場合、宛先変換の着信パケットは、常に既存の XLATE また
はスタティック変換ルールに基づいて転送されます。

ネクストホップの選択プロセス
前述のいずれかの方法を使用して出力インターフェイスを選択した後、さらにルート ルックアップが
実行され、これまでに選択した出力インターフェイスに属する適切なネクストホップが検出されます。
選択されたインターフェイスに明示的に属するルートがルーティング テーブルに存在しない場合、パ
ケットは廃棄され、レベル 6 のエラー メッセージ 110001（「no route to host」）が生成されます。こ
れは、所定の宛先ネットワーク用として、他の出力インターフェイスに属する別のルートが存在する場
合でも同様です。選択した出力インターフェイスに属するルートが見つかると、パケットは対応するネ
クストホップに転送されます。

FWSM での負荷分散は、複数のネクストホップが利用可能で、単一の出力インターフェイスを使用し
ている場合にだけ可能です。ロード シェアリングでは、複数の出力インターフェイスの共有はできま
せん。
ただし、次の状況に該当する場合は例外です。

• FWSM でダイナミック ルーティングが使用されており、XLATE の作成後にルート テーブルが変
更されると（ルート フラップが発生した場合など）、宛先変換トラフィックは、古い XLATE がタ
イムアウトするまで、ルート テーブルではなく、その XLATE に基づいて転送されます。古いルー
トが古いインターフェイスから削除され、ルーティング プロセスによって別のインターフェイス
に接続された場合、トラフィックは不適切なインターフェイスに転送されるか、または廃棄されて
メッセージ 110001（「no route to host」）が生成される可能性があります。

• FWSM 自体でルート フラップが発生しなくても、一部のルーティング プロセスが FWSM の周囲
をフラッピングし、別のインターフェイスを使用して FWSM 経由の同一フローに属する送信元変
換パケットを送信している場合、同じ問題が発生することがあります。宛先変換の返信パケット
は、不適切な出力インターフェイスを使用して戻される可能性があります。
この問題は、ほぼすべてのトラフィックがフロー内の初期パケットの方向に基づいて送信元変換または
宛先変換のどちらかになる、同一セキュリティ トラフィックのコンフィギュレーションで高い確率で
発生します。
ルート フラップ後にこの問題が発生した場合、clear xlate コマンドを使用して手動で解決するか、
XLATE タイムアウトによって自動的に解決できます。XLATE のタイムアウトは、必要に応じて小さ
くできます。この問題がほとんど発生しないようにするには、FWSM やその周りでルート フラップが
発生しないようにします。つまり、同一フローに属する宛先変換パケットが FWSM 経由で常に同じ方
向に転送されるようにしてください。

スタティック ルートおよびデフォルト ルートの設定
ここでは、FWSM でスタティック ルートとデフォルト ルートを設定する方法について説明します。
マルチコンテキスト モードはダイナミック ルーティングをサポートしないので、ネットワークと
FWSM の間にルータが配置されている場合など、FWSM が直接接続されていないネットワークには、
スタティック ルートを使用する必要があります。
次の場合は、シングル コンテキスト モードでスタティック ルートを使用します。

• ネットワークで RIP または OSPF 以外の Router Discovery Protocol を使用する場合
• ネットワークが小規模でスタティック ルートを容易に管理できる。
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• ルーティング プロトコルが関係するトラフィックまたは CPU のオーバーヘッドをなくす必要があ
る。
最も単純なオプションは、すべてのトラフィックをアップストリーム ルータに送信するようにデフォ
ルト ルートを設定して、トラフィックのルーティングをルータに任せることです。しかし、デフォル
トのゲートウェイでは宛先ネットワークに到達できない場合があるため、スタティック ルートをさら
に詳しく設定する必要があります。たとえば、デフォルト ゲートウェイが外部の場合、FWSM に直接
接続されていない内部ネットワークには、デフォルト ルートからトラフィックを転送できません。
トランスペアレント ファイアウォール モードでは、FWSM を発信元とする、直接接続されていない
ネットワークを宛先とするトラフィックには、どのインターフェイスからトラフィックを送信するのか
を FWSM が認識できるように、デフォルト ルートまたはスタティック ルートのどちらかを設定する
必要があります。FWSM が発信元になるトラフィックには、システム ログ サーバ、Websense/N2H2
サーバ、AAA サーバなどへの通信が含まれます。1 つのデフォルト ルートで到達できないサーバがあ
る場合、スタティック ルートを設定する必要があります。

（注）

管理トラフィックの戻りパスを指定するために必要な、トランスペアレント ファイアウォールのデ
フォルト ルートは、1 つのブリッジ グループ ネットワークからの管理トラフィックにだけ適用されま
す。これは、デフォルト ルートはブリッジ グループのインターフェイスとブリッジ グループ ネット
ワークのルータ IP アドレスを指定しますが、ユーザは 1 つのデフォルト ルートしか定義できないため
です。複数のブリッジ グループ ネットワークからの管理トラフィックが存在する場合は、管理トラ
フィックの発信元ネットワークを識別するスタティック ルートを指定する必要があります。

FWSM は、インターフェイスごとに同じ宛先でコストの等しいルートを 3 つまでサポートするので、
ロード バランシングが可能です。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「スタティック ルートの設定」（P.8-3）
• 「デフォルト ルートの設定」（P.8-4）
• 「スタティック ルートまたはデフォルト ルートのモニタリング」（P.8-5）

IPv6 スタティック / デフォルト ルートの設定の詳細については、「IPv6 デフォルト / スタティック ルー
トの設定」（P.10-5）を参照してください。

スタティック ルートの設定
スタティック ルートを追加するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# route if_name dest_ip mask gateway_ip [distance]

dest_ip および mask は宛先ネットワークの IP アドレスであり、gateway_ip はネクストホップ ルータ
のアドレスです。
distance はルートのアドミニストレーティブ ディスタンスです。値を指定しない場合、デフォルトは 1
です。アドミニストレーティブ ディスタンスは、複数のルーティング プロトコル間でルートを比較す
るのに使用されるパラメータです。スタティック ルートのデフォルトのアドミニストレーティブ ディ
スタンスは 1 で、ダイナミック ルーティング プロトコルで検出されるルートより優先されますが、直
接には接続されていないルートです。OSPF で検出されるルートのデフォルトのアドミニストレーティ
ブ ディスタンスは 110 です。スタティック ルートとダイナミック ルートのアドミニストレーティブ
ディスタンスが同じ場合、スタティック ルートが優先されます。接続されているルートは常に、スタ
ティック ルートおよびダイナミックに検出されたルートのどちらよりも優先されます。
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スタティック ルートは、指定されたゲートウェイが利用できなくなってもルーティング テーブルに保
持されています。指定されたゲートウェイが利用できなくなった場合は、スタティック ルートをルー
ティング テーブルから手動で削除する必要があります。ただし、関連するインターフェイスがダウン
すると、スタティック ルートはルーティング テーブルから削除されます。インターフェイスが元に戻
ると、スタティック ルートは復旧します。

（注）

FWSM で動作中のルーティング プロトコルのアドミニストレーティブ ディスタンスよりも長いアドミ
ニストレーティブ ディスタンスを指定してスタティック ルートを作成すると、ルーティング プロトコ
ルで検出される指定の宛先へのルートがスタティック ルートより優先されます。スタティック ルート
は、ダイナミックに検出されたルートがルーティング テーブルから削除された場合に限り使用されま
す。
次に、10.1.1.0/24 宛てのすべてのトラフィックを、内部インターフェイスに接続されたルータ
（10.1.2.45）に送信するスタティック ルートを作成する例を示します。
hostname(config)# route inside 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.2.45 1

インターフェイスごとに同じ宛先でコストの等しいルートを 3 つまで定義できます。ECMP は複数の
インターフェイス間ではサポートされていません。ECMP では、トラフィックは必ずしもルート間で
均等に分割されるわけではありません。トラフィックは、送信元 IP アドレスおよび宛先 IP アドレスを
ハッシュするアルゴリズムに基づいて、指定したゲートウェイ間に分配されます。
次に、外部インターフェイス上の 3 台のゲートウェイにトラフィックを転送する、コストの等しいスタ
ティック ルートの例を示します。FWSM は、指定された複数のゲートウェイ間にトラフィックを分散
します。
hostname(config)# route outside 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1
hostname(config)# route outside 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2
hostname(config)# route outside 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.3

デフォルト ルートの設定
デフォルト ルートでは、FWSM が、学習したルートまたはスタティック ルートのないすべての IP パ
ケットを送信するゲートウェイ IP アドレスを識別します。デフォルト ルートは、宛先 IP アドレスが
0.0.0.0/0 のスタティック ルートです。特定の宛先が特定されたルートはデフォルト ルートより優先さ
れます。
デバイスごとに、コストの等しいデフォルト ルート エントリを 3 つまで定義できます。複数の等コス
ト デフォルト ルート エントリを定義すると、デフォルト ルートに送信されるトラフィックは、指定さ
れたゲートウェイの間に分散されます。複数のデフォルト ルートを定義する場合は、各エントリに同
じインターフェイスを指定する必要があります。
コストの等しいデフォルト ルート エントリを 3 つより多く定義しようとすると、または定義済みのデ
フォルト ルートとは異なるインターフェイスでデフォルト ルートを定義しようとすると、「ERROR:
Cannot add route entry, possible conflict with existing routes.」というメッセージが表示されます。
デフォルト ルートを定義するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# route if_name 0.0.0.0 0.0.0.0 gateway_ip [distance]

ヒント
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宛先ネットワーク アドレスおよびマスクとして、0.0.0.0 0.0.0.0 の代わりに 0 0 と入力することができ
ます。たとえば、hostname(config)# route outside 0 0 192.168.1 1 のように入力します。
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次に、コストの等しい 3 つのデフォルト ルートが設定された FWSM の例を示します。FWSM が受信
したトラフィックで、スタティック ルートまたは学習したルートのないものは、IP アドレス
192.168.2.1、192.168.2.2、192.168.2.3 のゲートウェイ間に分配されます。
hostname(config)# route outside 0 0 192.168.2.1
hostname(config)# route outside 0 0 192.168.2.2
hostname(config)# route outside 0 0 192.168.2.3

スタティック ルートまたはデフォルト ルートのモニタリング
（注）

現在モニタできるのは、route-monitor コマンドで規定されているように、1 つのネットワークのルー
トだけです。
複数のスタティック ルートまたはデフォルト ルートを設定した場合、アクティブ ルートに問題がない
かどうかをモニタするように設定して、問題がある場合は、ルータがダウンしたときにネットワーク上
の別のルートに切り替えることができます。
その場合、FWSM のルート モニタリング プロセスによって、設定された時間間隔（ユーザが設定可
能）で ICMP クエリーが送信され、宛先ネットワークへの最良の 2 つのスタティック ルートとバック
アップ ルートが決定されます。ICMP クエリーの送信間隔は interval キーワードで設定します。有効な
値は 100 ～ 3,000 秒で、デフォルト値は 300 ミリ秒です。クエリーは必ず、選択されたルータの両方
に送信され、現在の稼動ステータスがローカルに保持されます。
メトリック ディスタンスが最小の 2 つのルートが選択され、そのうち小さい方がトラフィックを送信
する最良パスとして決定されます。FWSM では、route-monitor コマンドによって、設定されている
スタティック ルートの中から最良の 2 つのルートが自動的に選択されます。現在のルートがダウンす
ると、次の最良パスが必ずルーティング テーブルに組み込まれ、現在のルートはバックアップ ルート
になります。

ICMP クエリーで、failures キーワードで設定されたしきい値数（ユーザが設定可能）を受け取らなけ
れば、そのルータは到達不能であると見なされます。failures キーワードは、ルータがダウンしている
と見なされる（デフォルト値は 5 秒）までに応答がなくても許容する ICMP クエリーの最大数です。
この時点で、バックアップ ルートが優先され（到達可能であった場合）、最良ルートになります。それ
に伴って、元のルートがバックアップ ルートになります。
元の最良ルートが再び到達可能になると、そのルートに切り替えられ、現在の最良ルートがバックアッ
プ ルートになります。両方のルートが到達不能になった場合は、両方ともバックアップ ルートになり
ます。ただし、ルーティング テーブルは変更されません。
スタティック ルートまたはデフォルト ルートをモニタして、ルータがダウンしたときに別のパスに切
り替えるには、コマンドライン インターフェイス ツールを使用して次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# route-monitor network_address network_mask [query_interval interval]
[max-failures failures]

ルート モニタリングを使用したバックアップ ゲートウェイ冗長性の提供
FWSM のルート モニタリング機能を使用すると、プライマリおよびセカンダリ（バックアップ）の両
方のルートをルーティング テーブルにインストールできます。FWSM は、（ICMP ping を介して）ネ
クストホップ ゲートウェイが到達可能な限り、プライマリ ルートを使用します。ネクストホップ ゲー
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トウェイが到達不能になると、プライマリ ルートは削除され、セカンダリ（バックアップ）ルートが
テーブルにインストールされます。プライマリ ルートのネクストホップ ゲートウェイが再び到達可能
になると、プライマリ ルートが復元されます。
ルート モニタリング機能を使用すると、プライマリ ゲートウェイが使用できなくなったときにシング
ル バックアップ ゲートウェイを間単に使用できます。この機能を使用するには、FWSM がバージョン
4.0(1) 以降を実行している必要があります。

（注）

ルートモニタ機能は、スタティック ルートのみで機能します。
図 8-1 に示されるルーティング コンフィギュレーションでは、VLAN 10 インターフェイスに
203.0.113.0/24 ネットワークへの 2 つのルートがあります。最初のルートは、プライマリ ゲートウェ
イ 10.10.10.1 を介したルートで、バックアップ ルートは、10.10.10.2 ゲートウェイを介したルートで
す。
図 8-1

ルーティング設定

203.0.113.1

10.10.10.1

10.10.10.2
VLAN 10
ࣉ࣐ࣛࣜ

ࣂࢵࢡࢵࣉ

254359

10.10.10.200

既存の設定は次のとおりです。
interface Vlan10
nameif Outside
security-level 0
ip address 10.10.10.200 255.255.255.0
!
route Outside 203.0.113.0 255.255.255.0 10.10.10.1 1
route Outside 203.0.113.0 255.255.255.0 10.10.10.2 1

この設定では、10.10.10.2 ゲートウェイをバックアップとして使用します。そのためには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# route-monitor 203.0.113.0 255.255.255.0
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（注）

route-monitor コマンドは、追跡するデバイスの IP アドレスまたはホストではなく、追跡するルート
のネットワークおよびネットマスクを使用します。識別したネットワークでは、FWSM は、static
route コマンドで指定されたネクストホップ ゲートウェイへの ICMP ping の送信を開始します。
route-monitor コマンドが入力されると、FWSM は、設定のセカンド（バックアップ）ルートが使用
されないように、このアドミニストレーティブ ディスタンスを増やします。また、次のメッセージが
表示されます。
The Metric of 10.10.10.2 is changed to 2 due to Route Monitoring.
Route Monitor requires ICMP be permitted on the interfaces which has 203.0.113.0 Route.

2 つめのメッセージは、FWSM が宛先とされるすべての ICMP トラフィック（ルート モニタの
echo-reply を含む）をデフォルトでドロップすることを通知する情報目的のメッセージです。そのた
め、icmp permit コマンドを使用して、ゲートウェイからの echo-reply をイネーブルにする必要があ
ります。この場合、次のコマンドを入力して、10.10.10.0/24 ネットワークの任意のデバイスからのす
べての echo-reply が許可されます。
hostname(config)# icmp permit 10.10.10.0 255.255.255.0 echo-reply Outside

このコマンドを設定すると、show route コマンドを入力して、ルーティング テーブルを表示できます。
hostname(config)# show route
C
C
S
S

（注）

10.10.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside
10.36.0.0 255.255.0.0 is directly connected, inside
172.16.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 10.36.1.1, inside
203.0.113.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.10.10.1, Outside

ルーティング テーブルにインストールされる 203.0.113.0/24 へのプライマリ ルートのみを参照できま
す。
次に、show running-config route コマンドの出力例を示します。これは、203.0.113.0/24 へのバック
アップ ルートが設定にあるが、そのアドミニストレーティブ ディスタンスが 2 に増加していることを
示します。
hostname(config)# show run route
route Outside 203.0.113.0 255.255.255.0 10.10.10.1 1
route Outside 203.0.113.0 255.255.255.0 10.10.10.2 2
route inside 172.16.0.0 255.255.0.0 10.36.1.1 1

ルート モニタリングがイネーブルにされると、FWSM は、ICMP echo-request を 300 ミリ秒ごとにネ
クストホップ ゲートウェイに送信します。この値は、route-monitor コマンドの最後にオプションの
query-interval キーワードを使用して設定できます。クエリーの指定範囲は、100 ミリ秒～ 3 秒です。
ネクストホップ ゲートウェイが到達不能になり、echo-reply が 5 回返答されないと（または 1.5 秒
（300 ms * 5）経過すると）、FWSM は、プライマリ ルートのアドミニストレーティブ ディスタンスを
増加し、ルーティング テーブルから削除し、バックアップ ルートがインストールされます。FWSM が
障害発生と判別するまでの echo-reply の返答のない回数は、route-monitor コマンドの最後にオプ
ションの max-failures キーワードを使用して設定することもできます。指定できる範囲は 3 ～ 10 で
す。
次に、show route コマンドの出力例を示します。これは、アドミニストレーティブ ディスタンス 2 で
インストールされたバックアップ ルートを示します。
hostname(config)# show route
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C
C
S
S

10.10.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside
10.36.0.0 255.255.0.0 is directly connected, inside
172.16.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 10.36.1.1, inside
203.0.113.0 255.255.255.0 [2/0] via 10.10.10.2, Outside

次に、show running-config route コマンドの出力例を示します。この例では、プライマリ ルートのア
ドミニストレーティブ ディスタンス（3）が、バックアップ ルートのアドミニストレーティブ ディス
タンス（2）を超えています。
hostname(config)# show run route
route Outside 203.0.113.0 255.255.255.0 10.10.10.2 2
route Outside 203.0.113.0 255.255.255.0 10.10.10.1 3
route inside 172.16.0.0 255.255.0.0 10.36.1.1 1

ルートモニタが正しく機能しているか確認するには、debug route-monitor コマンドをイネーブルにし
ます。
hostname(config)# debug route-monitor
Route-Monitor Debug is on
RM:
RM:
RM:
RM:
RM:
RM:

Sending
Sending
Sending
Sending
Sending
Sending

Ping
Ping
Ping
Ping
Ping
Ping

to
to
to
to
to
to

10.10.10.1;
10.10.10.2;
10.10.10.1;
10.10.10.2;
10.10.10.1;
10.10.10.2;

Success
Success
Success
Success
Success
Success

ネクスト ホップ ゲートウェイが到達不能になると、デバッグ メッセージは次のように変わります。
RM:
RM:
RM:
RM:
RM:
RM:
RM:

Sending
Sending
Sending
Sending
Sending
Sending
Sending

Ping
Ping
Ping
Ping
Ping
Ping
Ping

to
to
to
to
to
to
to

10.10.10.1;
10.10.10.2;
10.10.10.1;
10.10.10.1;
10.10.10.2;
10.10.10.1;
10.10.10.1;

Failure
Success
Failure
Failure
Success
Failure
Failure

ルート マップの定義
ルート マップは、プロセス間でルートを再分配するため、または Route Health Injection（RHI）用に
使用されます。ルート マップを定義して、サポートされている機能で使用できるようにする手順は、
次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、ルート マップ エントリを作成します。
hostname(config)# route-map name {permit | deny} [sequence_number]

ルート マップのエントリは順番に読み取られます。この順序は、sequence_number オプションを使用
して指定できます。このオプションで指定しなければ、エントリを追加した順序が FWSM で使用され
ます。
ステップ 2

1 つまたは複数の match コマンドを入力します。
• 宛先ネットワークが標準アクセス リストと一致するルートを照合する場合は、次のコマンドを入
力します。
hostname(config-route-map)# match ip address acl_id [acl_id] [...]
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複数のアクセス リストを指定した場合、いずれかのアクセス リストが一致するルートを検出しま
す。

• メトリックが指定されたルートを照合する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-route-map)# match metric metric_value

metric_value には、0 ～ 4294967295 が指定できます。
• ネクストホップ ルータ アドレスが標準アクセス リストと一致するルートを照合する場合は、次の
コマンドを入力します。
hostname(config-route-map)# match ip next-hop acl_id [acl_id] [...]

複数のアクセス リストを指定した場合、いずれかのアクセス リストが一致するルートを検出しま
す。

• ネクストホップ インターフェイスが指定されているルートを照合する場合は、次のコマンドを入
力します。
hostname(config-route-map)# match interface if_name

複数のインターフェイスを指定する場合、ルートはいずれかのインターフェイスと一致します。

• 標準アクセス リストと一致するルータによってアドバタイズされたルートを照合する場合は、次
のコマンドを入力します。
hostname(config-route-map)# match ip route-source acl_id [acl_id] [...]

複数のアクセス リストを指定した場合、いずれかのアクセス リストが一致するルートを検出しま
す。

• ルート タイプを照合する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-route-map)# match route-type {internal | external [type-1 | type-2]}

ステップ 3

1 つまたは複数の set コマンドを入力します。
ルートが match コマンドと一致すると、次の set コマンドによって、再分配の前にルートに対して実
行するアクションが決まります。

• メトリックを設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-route-map)# set metric metric_value

metric_value には 0 ～ 294,967,295 の任意の値を指定できます。
• メトリック タイプを設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-route-map)# set metric-type {type-1 | type-2}

次に、ホップ カウントが 1 のルートを再分配する例を示します。FWSM は、メトリックが 5、メト
リック タイプが Type 1、タグが 1 の外部 LSA として、これらのルートを再分配します。
hostname(config)# route-map
hostname(config-route-map)#
hostname(config-route-map)#
hostname(config-route-map)#

1-to-2 permit
match metric 1
set metric 5
set metric-type type-1
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BGP スタブ ルーティングの設定
FWSM では、BGP スタブ ルーティングがサポートされています。BGP スタブ ルーティング プロセス
では、スタティック ルートおよび直接接続されたルートをアドバタイズしますが、BGP ピアによって
アドバタイズされたルートは許容されません。
BGP スタブ ルーティングはライセンス対象機能です。この機能を設定するには、BGP スタブ ルー
ティングをサポートするライセンス キーを保有しているか、入手する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「BGP スタブの制限事項」（P.8-10）
• 「BGP スタブ ルーティングの設定」（P.8-10）
• 「BGP スタブ ルーティングのモニタ」（P.8-11）
• 「BGP スタブ ルーティング プロセスの再起動」（P.8-12）

BGP スタブの制限事項
FWSM で BGP スタブ ルーティングを設定する場合、次の制限事項が適用されます。
• 設定できる BGP ルーティング プロセスは 1 つだけです（マルチコンテキスト モードでも同様）。
• 設定できる BGP ネイバーは 1 つだけです（マルチコンテキスト モードでも同様）。
• FWSM では、BGP ネイバーから受信した UPDATE メッセージは処理されません。ルーティング
アップデートを BGP ネイバーに送信することだけが可能です。
• FWSM では、スタティック ルートおよび直接接続されたネットワークだけがアドバタイズされま
す。他のルーティング プロトコルからのルートを BGP ルーティング プロセスに再分配することは
できません。

• マルチコンテキスト モードの FWSM では、BGP ピアに到達するために経由するインターフェイ
スを含み、さらに network コマンドが設定されているコンテキストのスタティック ルートおよび
直接接続されたネットワークだけをアドバタイズできます。BGP ネイバーに到達するために経由
するインターフェイスが複数のコンテキストで共有されている場合は、そのインターフェイスを共
有するコンテキスト内のすべてのスタティック ルートおよび直接接続されたネットワークを BGP
ルーティング プロセスで利用できます。

• BGP スタブでは、IPv6、VPN、または NLRI マルチキャストはサポートされていません。
• iBGP だけがサポートされ、eBGP はサポートされていません。

BGP スタブ ルーティングの設定
FWSM で BGP スタブ ルーティングを設定する前に、次の点に注意してください。
• BGP ネイバーでルート リフレクタをイネーブルにする必要があります。
• FWSM がマルチコンテキスト モードの場合は、管理コンテキストで BGP スタブ ルーティングを
設定する必要があります。さらに、管理コンテキストがルーテッド モードである必要もあります。

（注）
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マルチコンテキスト モードでは管理コンテキストで BGP ルーティング プロセスを設定しますが、アド
バタイズできるのは、BGP ピアに到達するために経由するコンテキストのスタティック ルートおよび
直接接続されたネットワークだけです。
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BGP ルーティング プロセスをイネーブルにして設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、BGP ルーティング プロセスを作成します。
hostname(config)# router bgp as-number

as-number 引数は、他の BGP ルータに対して FWSM を識別し、転送されるルーティング情報をタグ
付けする Autonomous System（AS; 自律システム）番号です。BGP ネイバーの AS 番号と同じ番号を
指定する必要があります。このコマンドを入力すると、コマンド プロンプトが
hostname(config-router)# に変わります。これは、指定したルーティング プロセスのルータ コン
フィギュレーション モードが開始されたことを示します。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、FWSM のルータ ID を指定します。ルータ ID を入力しなかった場
合、FWSM で設定されている最上位の IP アドレスが使用されます。
hostname(config-router)# bgp router-id id

id には、FWSM で設定されていない IP アドレスを含め、任意の IP アドレスを指定できます。このコ
マンドを指定しなかった場合、FWSM で設定されている最上位の IP アドレスがルータ ID として使用
されます。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、BGP アップデートの送信先 BGP ネイバーを指定します。
hostname(config-router)# neighbor ip-addr remote-as as-number

ip-addr 引数は、BGP ネイバーの IP アドレスです。as-number は、BGP ネイバーの自律システム番号
です。FWSM で router コマンドを使用して設定した AS 番号と同じ番号を指定する必要があります。
ステップ 4

（任意）ネイバーへの BGP メッセージを認証するために使用するパスワードを入力します。BGP メッ
セージの交換を可能にするには、このパスワードをネイバーと FWSM の両方に設定する必要がありま
す。
hostname(config-router)# neighbor ip-addr password [mode] password

ip-addr 引数は、neighbor コマンドで定義した BGP ネイバーの IP アドレスです。mode 引数には、0
～ 7 の値を指定できます。指定する場合は、BGP ネイバーで同じモードを使用する必要があります。
password 引数は、英数字の文字列です。スペース以外のキーボード記号を含めることができます。
ステップ 5

network コマンドを使用して、BGP ルーティング プロセスでアドバタイズするネットワークを指定し
ます。FWSM では、最大 200 の network コマンドを設定できます。
hostname(config-router)# network ip-addr mask mask

BGP スタブ ルーティング プロセスでは、スタティック ルートおよび直接接続されたネットワークだけ
がアドバタイズされます。network コマンドでは、BGP アップデートでこれらのネットワークのうち
どれをアドバタイズするかを定義します。

BGP スタブ ルーティングのモニタ
次のコマンドを使用して、BGP ルーティング プロセス、ネイバー、およびアドバタイズされたルート
に関する情報を表示できます。マルチコンテキスト モードの場合、これらのコマンドは管理コンテキ
ストで入力します。

• BGP ルーティング プロセスに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ip bgp summary

• BGP ネイバー情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
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hostname# show ip bgp neighbors

• BGP ルーティング プロセスでアドバタイズされたルートを表示するには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname# show ip bgp neighbors advertised-routes

• BGP ルーティング プロセスのデバッグ メッセージを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# debug ip bgp

これらのコマンドの出力の詳細については、『Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 Series Switch
Firewall Services Module Command Reference』のコマンド情報を参照してください。

BGP スタブ ルーティング プロセスの再起動
ネイバーで確立された BGP セッションをクリアし、セッションに関連付けられている統計カウンタを
消去し、ネイバーで BGP を再起動するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear ip bgp neighbor-addr

OSPF の設定
ここでは、OSPF の設定方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「OSPF の概要」（P.8-12）
• 「OSPF のイネーブル化」（P.8-13）
• 「OSPF プロセス間でのルートの再分配」（P.8-14）
• 「OSPF インターフェイスのパラメータの設定」（P.8-15）
• 「OSPF エリア パラメータの設定」（P.8-17）
• 「OSPF NSSA の設定」（P.8-18）
• 「ポイントツーポイントの非ブロードキャスト OSPF ネイバーの設定」（P.8-19）
• 「OSPF エリア間のルート集約の設定」（P.8-20）
• 「OSPF へのルート再分配時のルート集約の設定」（P.8-21）
• 「デフォルト ルートの生成」（P.8-21）
• 「ルート計算タイマーの設定」（P.8-22）
• 「ネイバーがアップ状態またはダウン状態になった時点でのロギング」（P.8-22）
• 「OSPF アップデート パケット ペーシングの表示」（P.8-23）
• 「OSPF のモニタリング」（P.8-23）
• 「OSPF プロセスの再起動」（P.8-24）

OSPF の概要
OSPF は、リンクステート アルゴリズムを使用して、すべての既知の宛先までの最短パスを構築およ
び計算します。OSPF エリア内の各ルータには、ルータが使用可能なインターフェイスと到達可能なネ
イバーそれぞれのリストである同一のリンクステート データベースが置かれています。
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RIP に比べると OSPF は次の点で有利です。
• OSPF のリンクステート データベースのアップデート送信は RIP ほど頻繁ではありません。また、
古くなった情報のタイムアウトで徐々にアップデートされるのではなく、リンクステート データ
ベースは瞬時にアップデートされます。

• ルーティング決定はコストに基づいて行われます。これは、特定のインターフェイスを介してパ
ケットを送信するためにオーバーヘッドが必要であることを示しています。FWSM は、宛先への
ホップ カウントではなくリンクの帯域幅に基づいてコストを計算します。コストは優先パスを指
定するために設定できます。
最短パス優先アルゴリズムの欠点は、CPU サイクルとメモリが大量に必要になることです。

FWSM は、OSPF プロトコルのプロセスを 2 つ同時に、異なるインターフェイス セット上で実行でき
ます。同じ IP アドレスを使用する複数のインターフェイス（NAT ではこのようなインターフェイスは
共存可能ですが、OSPF ではアドレスの重複は許しません）があるときに、2 つのプロセスを実行する
場合があります。あるいは、一方のプロセスを内部で実行しながら別のプロセスを外部で実行し、ルー
トのサブセットをこの 2 つのプロセス間で再配布する場合もあります。同様に、プライベート アドレ
スをパブリック アドレスから分離する必要がある場合もあります。
2 つの OSPF プロセス間での再分配がサポートされます。FWSM では、OSPF がイネーブルのイン
ターフェイス上で設定したスタティック ルートおよび接続されたルートを、OSPF プロセスに再分配
することもできます。OSPF がイネーブルの場合、FWSM で RIP をイネーブルにすることはできませ
ん。RIP と OSPF 間の再分配はサポートされません。
FWSM は次の OSPF 機能をサポートします。
• エリア内ルート、エリア間ルート、および外部ルート（タイプ I とタイプ II）のサポート
• 仮想リンクのサポート
• OSPF LSA フラッディング
• OSPF パケットの認証（パスワード認証と MD5 認証の両方）
• FWSM を指定ルータまたは指定バックアップ ルータとして設定。FWSM を Area Boundary Router
（ABR; エリア境界ルータ）として設定することもできますが、FWSM を ASBR として設定する機
能はデフォルト情報だけ（デフォルト ルートの導入など）に限定されています。

• スタブ エリアと not so stubby エリア（NSSA）のサポート
• ABR タイプ 3 LSA フィルタリング
• スタティック アドレス変換およびグローバル アドレス変換のアドバタイズ

OSPF のイネーブル化
OSPF をイネーブルにするには、OSPF ルーティング プロセスを作成し、このルーティング プロセス
に関連付ける IP アドレスの範囲を指定し、さらにその IP アドレスの範囲にエリア ID を割り当てる必
要があります。

（注）

RIP がイネーブルの場合、OSPF をイネーブルにすることはできません。
OSPF をイネーブルにする手順は、次のとおりです。

ステップ 1

次のコマンドを入力して、OSPF ルーティング プロセスを作成します。
hostname(config)# router ospf process_id
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このコマンドによって、この OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モードが開始
されます。

process_id は、このルーティング プロセス内部で使用される識別子です。任意の正の整数が使用でき
ます。この ID は内部専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2
つのプロセスが使用できます。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、OSPF を実行する IP アドレスを定義し、さらにそのインターフェイスのエ
リア ID を定義します。
hostname(config-router)# network ip_address mask area area_id

次に、OSPF をイネーブルに設定する例を示します。
hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-router)# network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0

OSPF プロセス間でのルートの再分配
FWSM は、OSPF ルーティング プロセス間のルート再配布を制御できます。FWSM は、redistribute
コマンドの設定値に従って、またはルート マップを使用することによって、ルートを照合して変更し
ます。ルート マップのその他の用途については、「デフォルト ルートの生成」（P.8-21）も参照してく
ださい。

（注）

注：FWSM でサポートされているすべてのタイプのルート（接続されたルート、スタティック ルー
ト、およびダイナミック ルート）で許容されるルート エントリの最大数は 32,768（つまり、32K）で
す。
ある OSPF プロセスから別の OSPF プロセスにスタティック ルート、接続されたルート、または
OSPF ルートを再分配する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

ルート マップを作成する方法については、「ルート マップの定義」（P.8-8）を参照してください。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、再分配先の OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モー
ドを開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id

ステップ 3

次のコマンドを入力して、再分配するルートを指定します。
hostname(config-router)# redistribute {ospf process_id
[match {internal | external 1 | external 2}] | static | connect} [metric metric-value]
[metric-type {type-1 | type-2}] [tag tag_value] [subnets] [route-map map_name]

ospf process_id、static、および connect キーワードでは、どの場所からルートを再分配するかを指定
します。
このコマンドのオプションを使用して、ルート プロパティを照合したり設定したりできます。または
ルート マップを使用することもできます。tag オプションおよび subnets オプションに相当するオプ
ションは、route-map コマンドにはありません。ルート マップと redistribute コマンドのオプション
を両方とも使用する場合は、両方を一致させる必要があります。
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次に、メトリックが 1 のルートと照合することによって、OSPF プロセス 1 から OSPF プロセス 2 に
ルートを再分配する例を示します。FWSM は、メトリックが 5、メトリック タイプが Type 1、タグが
1 の外部 LSA として、これらのルートを再分配します。
hostname(config)# route-map 1-to-2 permit
hostname(config-route-map)# match metric 1
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# set metric-type type-1
hostname(config-route-map)# set tag 1
hostname(config-route-map)# router ospf 2
hostname(config-router)# redistribute ospf 1 route-map 1-to-2

次に、指定した OSPF プロセスのルートが OSPF プロセス 109 に再分配される例を示します。OSPF メ
トリックは 100 に再マッピングされます。
hostname(config)# router ospf 109
hostname(config-router)# redistribute ospf 108 metric 100 subnets

次に、リンク ステート コストが 5、メトリック タイプが外部に設定されたルート再分配の例を示しま
す。この場合、内部メトリックよりプライオリティが下がります。
hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-router)# redistribute ospf 2 metric 5 metric-type external

OSPF インターフェイスのパラメータの設定
インターフェイス固有の OSPF パラメータは、必要に応じて変更できます。これらのパラメータは、
特に変更する必要はありませんが、一部のインターフェイス パラメータについては、接続先ネット
ワーク上のすべてのルータで一致している必要があります。該当するパラメータは、ospf
hello-interval、ospf dead-interval、および ospf authentication-key です。これらのパラメータのい
ずれかを設定する場合は、ネットワーク上のすべてのルータのコンフィギュレーションに適合する値に
するようにしてください。

OSPF インターフェイス パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# interface if_name

ステップ 2

次のコマンドを任意で入力します。

• インターフェイスの認証タイプを指定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf authentication [message-digest | null]

• OSPF 簡易パスワード認証を使用中のネットワーク セグメントに存在するネイバー OSPF ルータで
使用するパスワードを割り当てるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf authentication-key key

key には、最大 8 バイトの連続する文字列が指定できます。
このコマンドで作成するパスワードはキーとして使用され、このキーは FWSM のソフトウェアに
よるルーティング プロトコル パケットの発信時に OSPF ヘッダーに直接挿入されます。別のパス
ワードをインターフェイス単位で各ネットワークに割り当てることができます。OSPF 情報を交換
するには、同じネットワーク上のすべての隣接ルータが同じパスワードを持っている必要がありま
す。
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• OSPF インターフェイス上でのパケット送信コストを明示的に指定する場合は、次のコマンドを入
力します。
hostname(config-interface)# ospf cost cost

cost は、1 ～ 65535 の整数です。
• hello パケットの最後の受信から、デバイスで近接する OSPF ルータのダウンを宣言するまでの待
機時間（秒）を設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf dead-interval seconds

この値は、ネットワーク上のすべてのノードで一致させる必要があります。

• FWSM が OSPF インターフェイス上で送信する hello パケットの時間間隔を指定する場合は、次の
コマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf hello-interval seconds

この値は、ネットワーク上のすべてのノードで一致させる必要があります。

• OSPF MD5 認証をイネーブルにする場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf message-digest-key key_id md5 key

次の値を設定します。

– key_id：範囲 1 ～ 255 の識別子
– key：最大 16 バイトの英数字によるパスワード
通常は、インターフェイスあたり 1 つのキーを使用して、パケット送信時に認証情報を生成すると
ともに着信パケットを認証します。隣接ルータの同一キー識別子は、キー値を同一にする必要があ
ります。

1 インターフェイスで複数のキーを保持しないことをお勧めします。新しいキーを追加したらその
都度古いキーを削除して、ローカル システムが古いキー情報を持つ悪意のあるシステムと通信を
続けることのないようにしてください。古いキーを削除すると、ロールオーバー中のオーバーヘッ
ドを減らすことにもなります。

• ネットワーク用の OSPF 指定ルータを決定するときに役立つプライオリティを設定する場合は、次
のコマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf priority number_value

number_value は、0 ～ 255 です。
• OSPF インターフェイスに属している隣接ノードへの LSA 再送信間隔（秒）を指定する場合は、
次のコマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf retransmit-interval seconds

seconds は、接続ネットワーク上の 2 つのルータ間で予期される往復遅延より大きくする必要があ
ります。値の範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルトは 5 秒です。
• OSPF インターフェイス上でリンク ステート アップデート パケットを送信するときに必要な推定
秒数を設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-interface)# ospf transmit-delay seconds

seconds は 1 ～ 65,535 秒です。デフォルトは 1 秒です。

次に、OSPF インターフェイスを設定する例を示します。
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hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-router)# network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0
hostname(config-router)# interface inside
hostname(config-interface)# ospf cost 20
hostname(config-interface)# ospf retransmit-interval 15
hostname(config-interface)# ospf transmit-delay 10
hostname(config-interface)# ospf priority 20
hostname(config-interface)# ospf hello-interval 10
hostname(config-interface)# ospf dead-interval 40
hostname(config-interface)# ospf authentication-key cisco
hostname(config-interface)# ospf message-digest-key 1 md5 cisco
hostname(config-interface)# ospf authentication message-digest

次に、show ospf コマンドの出力例を示します。
hostname(config)# show ospf
Routing Process "ospf 2" with ID 20.1.89.2 and Domain ID 0.0.0.2
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 5. Checksum Sum 0x 26da6
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x
0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1
Area has no authentication
SPF algorithm executed 2 times
Area ranges are
Number of LSA 5. Checksum Sum 0x 209a3
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x
0
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

OSPF エリア パラメータの設定
複数のエリア パラメータを設定できます。これらのエリア パラメータ（次の作業手順を参照）には、
認証の設定、スタブ エリアの定義、およびデフォルトの集約ルートへの特定コストの割り当てが含ま
れます。認証では、エリアへの不正アクセスに対してパスワードベースで保護します。
スタブ エリアに外部ルートに関する情報は送信されません 代わりに、自律システムの外部の宛先のス
タブ エリア内には、ABR によって生成されるデフォルトの外部ルートがあります。OSPF スタブ エリ
アのサポートを活用するには、デフォルトのルーティングをスタブ エリアで使用する必要があります。
スタブ エリアに送信される LSA 数を減らすには、ABR に area stub コマンドの no-summary キー
ワードを設定して、ABR からスタブ エリアへの集約リンク アドバタイズ（LSA タイプ 3）の送信を阻
止できます。
ネットワークにエリア パラメータを指定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、設定する OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モード
を開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id
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ステップ 2

次のコマンドを任意で入力します。

• OSPF エリアの認証をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# area area-id authentication

• OSPF エリアの MD5 認証をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# area area-id authentication message-digest

• エリアをスタブ エリアとして定義するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# area area-id stub [no-summary]

• スタブ エリアで使用するデフォルトの集約ルートに、特定のコストを割り当てるには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config-router)# area area-id default-cost cost

cost は、1 ～ 65535 の整数です。デフォルト値は 1 です。

次に、OSPF エリア パラメータを設定する例を示します。
hostname(config)# router
hostname(config-router)#
hostname(config-router)#
hostname(config-router)#
hostname(config-router)#

ospf
area
area
area
area

2
0 authentication
0 authentication message-digest
17 stub
17 default-cost 20

OSPF NSSA の設定
Not-So-Stubby Area （NSSA）の OSPF への実装は、OSPF のスタブ エリアに似ています。NSSA で
は、コアからエリアへのタイプ 5 外部 LSA のフラッディングは実行されませんが、限定された方法で、
AS の外部ルートをエリア内にインポートできます。
NSSA では、再分配により、NSSA エリア内にタイプ 7 AS 外部ルートをインポートします。これらの
タイプ 7 LSA は、NSSA の ABR によってタイプ 5 LSA に変換され、ルーティング ドメイン全体へフ
ラッディングされます。変換時には、集約およびフィルタリングがサポートされます。
OSPF を使用する中央サイトから異なるルーティング プロトコルを使用するリモート サイトに接続し
なければならない ISP またはネットワーク管理者は、NSSA を使用することによって管理を簡略化でき
ます。
NSSA が実装される前は、企業サイトの境界ルータとリモート ルータ間の接続では、OSPF スタブ エ
リアとしては実行されませんでした。これは、リモート サイト向けのルートは、スタブ エリアに再配
布することができず、2 種類のルーティング プロトコルを維持する必要があったためです。一般的には
RIP などの簡易プロトコルを使用し、再配布を行っていました。NSSA の実装により、企業ルータとリ
モート ルータ間のエリアを NSSA として定義することで、リモート接続にも OSPF を適用できます。

OSPF NSSA を設定するために必要なエリア パラメータをネットワークに指定するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、設定する OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モード
を開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id
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ステップ 2

次のコマンドを任意で入力します。

• NSSA エリアを定義するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# area area-id nssa [no-redistribution]
[default-information-originate]

• アドレス グループを集約するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# summary address ip_address mask [not-advertise] [tag tag]

このコマンドは、ルーティング テーブルの容量縮小に有効です。OSPF でこのコマンドを使用する
と、このアドレスでカバーされる再配布ルートすべての集約として、1 つの外部ルートが OSPF
ASBR からアドバタイズされます。

OSPF は summary-address 0.0.0.0 0.0.0.0 をサポートしません。
次の例では、集約アドレス 10.1.0.0 にアドレス 10.1.1.0、10.1.2.0、10.1.3.0 などが含まれていま
す。外部 LSA では、アドレス 10.1.0.0 だけがアドバタイズされます。
hostname(config-router)# summary-address 10.1.1.0 255.255.0.0

この機能を使用する前に、次のガイドラインを参考にしてください。

– 外部の宛先に到達するためのタイプ 7 デフォルト ルートを設定できます。この設定により、
ルータは NSSA または NSSA の ABR が使用するタイプ 7 デフォルト ルートを生成します。
– 同じエリア内のすべてのルータは、そのエリアが NSSA であることに合意している必要があ
ります。合意していないと、ルータ間の通信ができません。

ポイントツーポイントの非ブロードキャスト OSPF ネイバーの設定
ポイントツーポイントの非ブロードキャスト ネットワークを使用して OSPF ルートをアドバタイズす
るには、スタティック OSPF ネイバーを定義する必要があります。インターフェイスをポイントツー
ポイントとして設定したときには、次の制約事項が適用されます。

• インターフェイスに対して定義できる OSPF ネイバーは 1 つだけです。
• OSPF ネイバーが、直接接続されたネットワーク上にない場合は、OSPF ネイバーをポイントする
スタティック ルートを定義する必要があります。

• ネイバーを明示的に設定しない限り、インターフェイスは隣接を形成できません。
ポイントツーポイントの非ブロードキャスト ネットワークで OSPF ネイバーを定義する手順は、次の
とおりです。
ステップ 1

OSPF ネイバーが、直接接続されたネットワーク上にない場合は、OSPF ネイバーへのスタティック
ルートを作成します。デフォルト ルートは使用しないでください。スタティック ルートを作成する方
法の詳細については、「スタティック ルートの設定」（P.8-3）を参照してください。

ステップ 2

次の作業を行って、OSPF ネイバーを定義します。

a. その OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モードを開始します。次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# router ospf pid

b. 次のコマンドを入力して、OSPF ネイバーを定義します。
hostname(config-router)# neighbor addr [interface if_name]
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addr 引数には OSPF ネイバーの IP アドレスを指定します。if_name は、ネイバーとの通信に使用
するインターフェイスです。OSPF ネイバーが直接接続されているインターフェイスのいずれとも
同じネットワーク上にない場合、interface を指定する必要があります。
c. まだ設定していない場合は、次のコマンドを入力して、OSPF ネイバーに面するインターフェイス
に対してネットワークとそれに対応するエリア ID を定義します。
hostname(config-router)# network addr mask area area_id

addr mask ペアの範囲には、インターフェイスの IP アドレスが含まれている必要があります。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、FWSM がネイバーと通信するために使用するインターフェイスを設定しま
す。
hostname(config)# interface vlan
hostname(config-if)# ospf network point-to-point non-broadcast

次に、ポイントツーポイントの非ブロードキャスト ネットワーク上で OSPF を設定する例を示します。
直接接続されたネットワーク上に OSPF ネイバーがないため、スタティック ルートが必要です。
hostname(config)# route ospf_outside 10.3.3.0 255.255.255.0 10.1.1.99 1
hostname(config)# interface Vlan55
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 standby 10.1.1.2
hostname(config-if)# ospf network point-to-point non-broadcast
hostname(config-if)# exit
hostname(config)# router
hostname(config-router)#
hostname(config-router)#
hostname(config-router)#

ospf 1
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 100
neighbor 10.3.3.1 interface outside
log-adj-changes

OSPF エリア間のルート集約の設定
ルート集約は、アドバタイズされるアドレスを統合することです。この機能を実行すると、1 つのサマ
リー ルートがエリア境界ルータを通して他のエリアにアドバタイズされます。OSPF のエリア境界
ルータは、ネットワークをある 1 つのエリアから別のエリアへとアドバタイズしていきます。あるエリ
アにおいて連続する複数のネットワーク番号が割り当てられている場合、指定された範囲に含まれるエ
リア内の個別のネットワークをすべてカバーするサマリー ルートをアドバタイズするようにエリア境
界ルータを設定することができます。
ルート集約のアドレス範囲を定義するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、設定する OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モード
を開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id

ステップ 2

次のコマンドを入力して、アドレス範囲を設定します。
hostname(config-router)# area area-id range ip-address mask [advertise | not-advertise]

次に、OSPF エリア間のルート集約を設定する例を示します。
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hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-router)# area 17 range 12.1.0.0 255.255.0.0

OSPF へのルート再分配時のルート集約の設定
他のプロトコルからのルートを OSPF に再配布する場合、各ルートは外部 LSA で個別にアドバタイズ
されます。その一方で、指定したネットワーク アドレスとマスクでカバーされる再配布ルートすべて
に対して 1 つのルートをアドバタイズするように FWSM を設定することができます。この設定によっ
て OSPF リンクステート データベースのサイズが小さくなります。
指定したネットワーク アドレスとマスクの範囲内のすべての再分配ルートを 1 つの集約ルートとして
アドバタイズする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、設定する OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モード
を開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id

ステップ 2

次のコマンドを入力して、集約アドレスを設定します。
hostname(config-router)# summary-address ip_address mask [not-advertise] [tag tag]

OSPF は summary-address 0.0.0.0 0.0.0.0 をサポートしません。

次に、ルート集約を設定する例を示します。集約アドレス 10.1.0.0 にアドレス 10.1.1.0、10.1.2.0、
10.1.3.0 などが含まれています。外部 LSA では、アドレス 10.1.0.0 だけがアドバタイズされます。
hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-router)# summary-address 10.1.0.0 255.255.0.0

デフォルト ルートの生成
ASBR に、OSPF ルーティング ドメインへのデフォルト ルートを強制的に生成させることができます。
OSPF ルーティング ドメイン内へのルート再配布を設定すると、常にルートは自動的に ASBR になり
ます。ただし、ASBR のデフォルトでは、OSPF ルーティング ドメインへのデフォルト ルートは生成
されません。
デフォルト ルートを生成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、設定する OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モード
を開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id

ステップ 2

次のコマンドを入力して、ASBR にデフォルト ルートを強制的に生成させます。
hostname(config-router)# default-information originate [always] [metric metric-value]
[metric-type {1 | 2}] [route-map map-name]

次に、デフォルト ルートを生成する例を示します。
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hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-router)# default-information originate always

ルート計算タイマーの設定
OSPF によるトポロジ変更受信と最短パス優先（SPF）計算開始との間の遅延時間が設定できます。最
初に SPF を計算してから次に計算するまでの保持時間も設定できます。
ルート計算タイマーを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、設定する OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モード
を開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id

ステップ 2

次のコマンドを入力して、ルート計算時間を設定します。
hostname(config-router)# timers spf spf-delay spf-holdtime

spf-delay は、OSPF によるトポロジ変更受信と SPF 計算開始との間の遅延時間（秒）です。0 ～
65535 の整数に設定できます。デフォルトの時間は 5 秒です。値の 0 は遅延がないことを意味します。
つまり、SPF 計算はただちに開始されます。
spf-holdtime は、2 つの連続する SPF 計算の間の最短時間（秒）です。0 ～ 65535 の整数に設定できま
す。デフォルトの時間は 10 秒です。値の 0 は遅延がないことを意味します。つまり、2 回の SPF 計算
がすぐに続けて行われます。

次に、ルート計算タイマーを設定する例を示します。
hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-router)# timers spf 10 120

ネイバーがアップ状態またはダウン状態になった時点でのロギング
デフォルトでは、OSPF ネイバーがアップまたはダウンになると、システム ログ メッセージが送信さ
れます。
アップ状態またはダウン状態になった OSPF ネイバーについて、debug ospf adjacency コマンドを実
行せずに確認する必要がある場合に、このコマンドを設定します。log-adj-changes router コンフィ
ギュレーション コマンドでは、少ない出力によってピアの関係が高いレベルで表示されます。各ス
テート変更のメッセージを表示する場合には、log-adj-changes detail を設定します。
アップ状態またはダウン状態になったネイバーをログに記録するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、設定する OSPF プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モード
を開始します（まだ開始していない場合）。
hostname(config)# router ospf process_id

ステップ 2

次のコマンドを入力して、ネイバーのアップ / ダウンに関するロギングを設定します。
hostname(config-router)# log-adj-changes [detail]
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（注）

送信するネイバーのアップ / ダウン メッセージに対して、ロギングをイネーブルにする必要が
あります。

次に、ネイバーのアップ / ダウン メッセージをロギングする例を示します。
hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-router)# log-adj-changes detail

OSPF アップデート パケット ペーシングの表示
OSPF アップデート パケットは、自動的にペーシングされるため、各パケットの送信間隔が 33 ミリ秒
未満になることはありません。ペーシングを行わないと、リンクが低速の状態でアップデート パケッ
トの一部が失われたり、ネイバーがアップデートを十分すばやく受信できなくなったり、あるいは、
ルータがバッファ スペースを使い切ってしまったりすることがあります。たとえば、ペーシングを行
わないと、次のいずれかのトポロジが存在する場合にパケットがドロップされる可能性があります。
• 高速ルータがポイントツーポイント リンクを介して低速のルータと接続している。
• フラッディング中に、複数のネイバーから 1 つのルータに同時にアップデートが送信される。
ペーシングは、再送信間でも、送信効率を高めて再送信パケットの損失を最小にするために利用されま
す。インターフェイスへの送信を待機している LSA を表示することもできます。ペーシングの利点は、
OSPF アップデートおよび再送信パケットの送信の効率をよくすることです。
この機能を設定するタスクはありません。自動的に行われます。
指定したインターフェイス上でフラッディングされる待機中 LSA のリストを表示し、OSPF パケット
ペーシングを確認するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf flood-list if_name

OSPF のモニタリング
IP ルーティング テーブル、キャッシュ、およびデータベースの内容など、特定の統計情報を表示でき
ます。提供された情報を使用して、リソース利用状況を判別したり、ネットワークの問題を解決したり
できます。また、ノードの到達可能性情報を表示して、デバイス パケットがネットワークを通過する
ときのルーティング パスを見つけることもできます。
各種のルーティング統計情報を表示するには、必要に応じて、次のいずれかの作業を行います。

• OSPF ルーティング プロセスに関する一般情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf [process-id [area-id]]

• ABR および ASBR への内部 OSPF ルーティング テーブルのエントリを表示するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname# show ospf border-routers

• 特定のルータについて、OSPF データベース関連の情報リストを表示するには、次のコマンドを入
力します。
hostname# show ospf [process-id [area-id]] database
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• （OSPF パケット ペーシングを確認するために）指定したインターフェイス上でフラッディングを
待機中の LSA のリストを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf flood-list if-name

• OSPF 関連のインターフェイス情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf interface [if_name]

• OSPF ネイバー情報をインターフェイス単位で表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf neighbor [if-name] [neighbor-id] [detail]

• ルータが要求したすべての LSA のリストを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf request-list neighbor if_name

• 再送信待ちになっているすべての LSA のリストを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf retransmission-list neighbor if_name

• OSPF プロセスに基づいて設定したすべての集約アドレス再分配情報のリストを表示するには、次
のコマンドを入力します。
hostname# show ospf [process-id] summary-address

• OSPF 関連の仮想リンク情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ospf [process-id] virtual-links

OSPF プロセスの再起動
OSPF プロセスを再起動し、再分配またはカウンタを消去するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear ospf pid {process | redistribution | counters
[neighbor [neighbor-interface] [neighbor-id]]}

RIP の設定
ここでは、RIP の設定方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「RIP の概要」（P.8-24）
• 「RIP のイネーブル化」（P.8-25）

RIP の概要
RIP をサポートしているデバイスは、ネットワークのトポロジが変更されると、ルーティングアップ
デート メッセージを所定の間隔で送信します。これらの RIP パケットには、デバイスが到達可能な
ネットワークに関する情報、さらに宛先アドレスに到達するためにパケットが通過しなければならない
ルータやゲートウェイの数が含まれています。RIP の方が OSPF より多くのトラフィックを生成します
が、初期設定は容易です。
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RIP は、初期コンフィギュレーションが簡単で、トポロジが変更されても設定をアップデートする必要
がないため、スタティック ルーティングより有利です。RIP の欠点は、ネットワーク数や処理オー
バーヘッドがスタティック ルーティングより大きいことです。また、RIP をグローバルにイネーブル
にすることはできません。

FWSM では、限定バージョンの RIP を使用します。FWSM が到達できるネットワークを示す RIP
アップデートは送信されません。ただし、次の方法の一方または両方を使用できます。

• パッシブ RIP：FWSM は、RIP アップデートを待ち受けますが、インターフェイスからはネット
ワークに関するアップデートを送出しません。
パッシブ RIP を使用すると、FWSM は直接接続されていないネットワークについて学習できます。

• デフォルト ルート アップデート：FWSM を介して到達可能なあらゆるネットワークを示した通常
の RIP アップデートを送信する代わりに、FWSM は FWSM をデフォルト ゲートウェイとして認
識する参加デバイスまでのデフォルト ルートを送信します。
デフォルト ルート オプションは、パッシブ RIP と組み合わせて使用することも、単独で使用する
こともできます。FWSM 上でスタティック ルートを使用し、なおかつダウンストリーム ルータ上
でスタティック ルートを設定しない場合は、デフォルト ルート オプションを単独で使用します。
通常、外部インターフェイスではデフォルト ルート オプションをイネーブルにしません。FWSM
がアップストリーム ルータのデフォルト ゲートウェイになることはあまりないからです。

RIP のイネーブル化
インターフェイス上で RIP をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# rip if_name {default | passive} [version {1 | 2
[authentication {text | md5} key key_id]}]

rip コマンドをそれぞれの方法について 1 回ずつ入力することで、インターフェイス上の RIP のパッシ
ブ モードおよびデフォルト モードの両方をイネーブルにできます。コマンドの入力例を示します。
hostname(config)# rip inside default version 2 authentication md5 scorpius 1
hostname(config)# rip inside passive version 2 authentication md5 scorpius 1

すべてのインターフェイスでパッシブ RIP をイネーブルにし、デフォルト ルートに関しては内部イン
ターフェイスに限定してイネーブルにするという場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# rip inside default version 2 authentication md5 scorpius 1
hostname(config)# rip inside passive version 2 authentication md5 scorpius 1
hostname(config)# rip outside passive version 2 authentication md5 scorpius 1

（注）

コンフィギュレーションをテストする前に、FWSM に接続されたすべてのルータ上で、ARP キャッ
シュをフラッシュしてください。Cisco ルータの場合、clear arp コマンドを使用して ARP キャッシュ
をフラッシュします。

OSPF がイネーブルの場合、RIP をイネーブルにすることはできません。

EIGRP の設定
ここでは、EIGRP ルーティングの設定とモニタリングについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「EIGRP ルーティングの概要」（P.8-26）
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• 「EIGRP ルーティングのイネーブル化および設定」（P.8-27）
• 「EIGRP スタブ ルーティングのイネーブル化および設定」（P.8-28）
• 「EIGRP 認証のイネーブル化」（P.8-29）
• 「EIGRP ネイバーの定義」（P.8-29）
• 「EIGRP へのルート再配布」（P.8-30）
• 「EIGRP hello 間隔とホールド間隔の設定」（P.8-31）
• 「自動ルート集約のディセーブル化」（P.8-31）
• 「集約アドレスの設定」（P.8-32）
• 「EIGRP スプリット ホライズンのディセーブル化」（P.8-32）
• 「インターフェイス遅延値の変更」（P.8-33）
• 「EIGRP のモニタリング」（P.8-33）
• 「ネイバー変更およびネイバー警告メッセージのロギングのディセーブル化」（P.8-33）

EIGRP ルーティングの概要
EIGRP は、シスコが開発した、IGRP の拡張バージョンです。IGRP や RIP と異なり、EIGRP が定期
的にルート アップデートを送信することはありません。EIGRP アップデートは、ネットワーク トポロ
ジが変更された場合にだけ送信されます。
ネイバー探索は、FWSM が、直接接続されているネットワーク上にある他のルータをダイナミックに
把握するために使用するプロセスです。EIGRP ルータは、マルチキャスト hello パケットを送信して、
ネットワーク上に自分が存在していることを通知します。FWSM は、新しいネイバーから hello パ
ケットを受信すると、トポロジー テーブルに初期化ビットを設定してそのネイバーに送信します。ネ
イバーは、初期化ビットが設定されたトポロジ アップデートを受信すると、自分のトポロジ テーブル
を FWSM に返送します。

hello パケットはマルチキャスト メッセージとして送信されます。hello メッセージへの応答は想定さ
れていません。ただし、スタティックに定義されたネイバーの場合は例外です。neighbor コマンドを
使用してネイバーを設定した場合、そのネイバーに送信される hello メッセージはユニキャスト メッ
セージとして送信されます。ルーティング アップデートと確認応答が、ユニキャスト メッセージとし
て送信されます。
このネイバー関係が確立した後は、ネットワーク トポロジが変更された場合にだけ、ルーティング
アップデートが交換されます。ネイバー関係は、hello パケットによって維持されます。ネイバーから
受信した各 hello パケットには、保持時間が含まれています。FWSM は、この時間内にそのネイバー
から hello パケットを受信すると想定できます。FWSM が保持時間内にそのネイバーからアドバタイ
ズされた hello パケットを受信しない場合、FWSM はそのネイバーを使用不能と見なします。

EIGRP では、ルート計算に DUAL というアルゴリズムが使用されます。DUAL は、最小コストの
ルートだけでなく、宛先へのすべてのルートをトポロジ テーブルに保存します。最小コストのルート
はルーティング テーブルに挿入されます。その他のルートは、トポロジ テーブルに残ります。メイン
ルートに障害が起きると、他のルートが代わりの適切なルートから選ばれます。サクセサとは、宛先へ
の最小コスト パスを持ち、パケット転送に使用される隣接ルータです。フィジビリティ計算によって、
パスがルーティング ループを形成しないことが保証されます。
フィジブル サクセサがトポロジ テーブル内にない場合、必ずルート計算が発生します。ルートの再計
算中、DUAL は EIGRP ネイバーにルートを求めるクエリーを送信して、次に EIGRP ネイバーがその
ネイバーにクエリーを送信します。ルートのフィジブル サクセサがないルータは、到達不能メッセー
ジを返します。
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ルートの再計算中、DUAL は、ルートをアクティブとマークします。デフォルトでは、FWSM は、ネ
イバーから応答が返ってくるのを 3 分間待ちます。FWSM がネイバーから応答を受信しないと、その
ルートは stuck-in-active とマークされます。トポロジ テーブル内のルートのうち、応答しないネイ
バーをフィジブル サクセサとして指しているものはすべて削除されます。

EIGRP ルーティングのイネーブル化および設定
FWSM では、EIGRP ルーティング プロセスを 1 つだけイネーブルにできます。
EIGRP ルーティングをイネーブルにして設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、EIGRP ルーティング プロセスを作成し、そのプロセスに対応するルータ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# router eigrp as-num

as-num 引数には、EIGRP ルーティング プロセスの自律システム番号を指定します。
ステップ 2

EIGRP ルーティングに参加するインターフェイスとネットワークを設定するには、次のコマンドを入
力して、1 つまたは複数の network ステートメントを設定します。
hostname(config-router)# network ip-addr [mask]

定義したネットワークに含まれる、直接接続されたネットワークが FWSM によってアドバタイズされ
ます。さらに、定義されたネットワークに含まれる IP アドレスを持つインターフェイスだけが、
EIGRP ルーティング プロセスに参加します。
アドバタイズするネットワークに接続されているインターフェイスを EIGRP ルーティングに参加させ
ない場合は、インターフェイスが接続されているネットワークが対象に含まれるように network コマ
ンドを設定し、passive-interface コマンドを使用して、そのインターフェイスが EIGRP アップデート
を送受信しないようにします。
ステップ 3

（任意）インターフェイスが EIGRP ルーティング メッセージを送受信しないようにするには、次のコ
マンドを入力します。
hostname(config-router)# passive-interface {default | if-name}

default キーワードを使用すると、すべてのインターフェイスで EIGRP ルーティング アップデートが
ディセーブルになります。nameif コマンドで定義したインターフェイス名を指定すると、指定したイ
ンターフェイスで EIGRP ルーティング アップデートがディセーブルになります。EIGRP ルータ コン
フィギュレーション内に、複数の passive-interface コマンドを設定できます。
ステップ 4

（任意）候補となるデフォルト ルート情報の送受信を制御するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# no default-information {in | out}

no default-information in を設定すると、候補のデフォルト ルート ビットが受信ルート上でブロック
されます。no default-information out を設定すると、アドバタイズされるルートのデフォルト ルート
ビット設定がディセーブルになります。
ステップ 5

（任意）EIGRP ルーティング アップデートで送信するネットワークをフィルタリングするには、次の
手順を実行します。

a. 標準アクセス リストを作成し、その中にアドバタイズするルートを定義します。
b. 次のコマンドを入力して、フィルタを適用します。インターフェイスを指定して、そのインター
フェイスが送信するアップデートだけにフィルタを適用できます。
hostname(config-router): distribute-list acl out [interface if_name]

EIGRP ルータ コンフィギュレーション内に、複数の distribute-list コマンドを入力できます。
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ステップ 6

（任意）EIGRP ルーティング アップデートで受信するネットワークをフィルタリングするには、次の
手順を実行します。

a. 標準アクセス リストを作成し、その中に受信したアップデートからフィルタリングするルートを
定義します。

b. 次のコマンドを入力して、フィルタを適用します。インターフェイスを指定して、そのインター
フェイスが受信するアップデートだけにフィルタを適用することができます。
hostname(config-router): distribute-list acl in [interface if_name]

EIGRP ルータ コンフィギュレーション内に、複数の distribute-list コマンドを入力できます。

EIGRP スタブ ルーティングのイネーブル化および設定
FWSM は EIGRP スタブ ルータとして設定できます。スタブ ルーティングを使用すると、FWSM で必
要となるメモリおよび処理要件を減らすことができます。FWSM をスタブ ルータとして設定すると、
ローカル以外のトラフィックがすべて配布ルータに転送されるようになり、完全な EIGRP ルーティン
グ テーブルを維持する必要がなくなります。一般に、配布ルータからスタブ ルータに送信する必要が
あるのは、デフォルト ルートだけです。
スタブ ルータから配布ルータには、指定されたルートだけが伝搬されます。スタブ ルータとして、

FWSM は、サマリー、接続されているルート、再配布されたスタティック ルート、外部ルート、およ
び内部ルートを求めるすべてのクエリーに、「inaccessible」というメッセージで応答します。FWSM
は、スタブとして設定されると、特殊なピア情報パケットをすべての隣接ルータに送信し、スタブ
ルータとしてのステータスを報告します。スタブ ステータスの情報を伝えるパケットを受信したネイ
バーはすべて、スタブ ルータにルートのクエリーを送信しなくなり、スタブ ピアを持つルータはその
ピアのクエリーを送信しなくなります。スタブ ルータは、配布ルータに依存して適切なアップデート
をすべてのピアに送信します。

EIGRP スタブ ルーティング プロセスをイネーブルにして設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、EIGRP ルーティング プロセスを作成し、そのプロセスに対応するルータ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# router eigrp as-num

as-num 引数には、EIGRP ルーティング プロセスの自律システム番号を指定します。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、配布ルータに接続されているインターフェイスが EIGRP に参加するように
設定します。
hostname(config-router)# network ip-addr [mask]

ステップ 3

次のコマンドを入力して、スタブ ルーティング プロセスを設定します。スタブ ルーティング プロセス
から配布ルータにアドバタイズされるネットワークを指定する必要があります。スタティック ルート
および接続されているネットワークが、自動的にスタブ ルーティング プロセスに再配布されることは
ありません。
hostname(config-router)# eigrp stub {receive-only | [connected] [redistributed] [static]
[summary]}
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EIGRP 認証のイネーブル化
EIGRP ルート認証では、EIGRP ルーティング プロトコルからのルーティング アップデートに対する
MD5 認証を提供します。各 EIGRP パケット内の MD5 キー付きダイジェストによって、承認されてい
ない送信元からの未認証のルーティング メッセージや不正なルーティング メッセージの送信を防止し
ます。

EIGRP ルート認証は、インターフェイスごとに設定します。EIGRP メッセージ認証対象として設定さ
れたインターフェイス上にあるすべての EIGRP ネイバーには、隣接関係を確立できるように同じ認証
モードとキーを設定する必要があります。

EIGRP ルート認証をイネーブルにするには、事前に EIGRP をイネーブルにする必要があります。
インターフェイスでの EIGRP 認証をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、EIGRP メッセージ認証を設定するインターフェイスのインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# interface phy_if

ステップ 2

次のコマンドを入力して、EIGRP パケットの MD5 認証をイネーブルにします。
hostname(config-if)# authentication mode eigrp as-num md5

as-num 引数には、FWSM に設定されている EIGRP ルーティング プロセスの自律システム番号を指定
します。EIGRP がイネーブルになっていないか、誤った番号を入力した場合、FWSM は次のエラー
メッセージを返します。
% Asystem(100) specified does not exist

ステップ 3

次のコマンドを入力して、MD5 アルゴリズムで使用されるキーを設定します。
hostname(config-if)# authentication key eigrp as-num key key-id key-id

as-num 引数には、FWSM に設定されている EIGRP ルーティング プロセスの自律システム番号を指定
します。EIGRP がイネーブルになっていないか、誤った番号を入力した場合、FWSM は次のエラー
メッセージを返します。
% Asystem(100) specified does not exist

key 引数には、最大 16 文字を指定できます。key-id 引数には、0 ～ 255 の数字を指定します。

EIGRP ネイバーの定義
EIGRP hello パケットはマルチキャスト パケットとして送信されます。EIGRP ネイバーが、トンネル
など、非ブロードキャスト ネットワークを越えた場所にある場合、そのネイバーを手動で定義する必
要があります。手動で EIGRP ネイバーを定義すると、hello パケットはユニキャスト メッセージとし
てそのネイバーに送信されます。
手動で EIGRP ネイバーを定義するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、EIGRP ルーティング プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション
モードを開始します。
hostname(config)# router eigrp as-num

as-num 引数には、EIGRP ルーティング プロセスの自律システム番号を指定します。
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ステップ 2

次のコマンドを入力して、スタティック ネイバーを定義します。
hostname(config-router)# neighbor ip-addr interface if_name

ip-addr 引数には、ネイバーの IP アドレスを指定します。if-name 引数には、インターフェイスの名前
を指定します。ネイバーを使用可能にしている nameif コマンドで指定した名前を使用します。1 つの
EIGRP ルーティング プロセスに対して複数のネイバーを定義できます。

EIGRP へのルート再配布
OSPF で検出されたルートを EIGRP ルーティング プロセスに再分配できます。スタティック ルートお
よび接続されているルートも、EIGRP ルーティング プロセスに再配布できます。スタティック ルート
または接続されたルートが、EIGRP コンフィギュレーション内の network ステートメントで指定され
た範囲に含まれている場合は、再分配の必要はありません。
ルートを EIGRP ルーティング プロセスに再配布するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

（任意）ルート マップを作成して、指定されたルーティング プロトコルのどのルートを RIP ルーティ
ング プロセスに再分配するのかを詳細に定義します。ルート マップを作成する方法の詳細については、
「ルート マップの定義」（P.8-8）を参照してください。

EIGRP ルーティング プロセスに対応するルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# router eigrp as-num

ステップ 3

（任意）次のコマンドを入力して、EIGRP ルーティング プロセスに再分配するルートに適用するデ
フォルト メトリックを指定します。
hostname(config-router)# default-metric bandwidth delay reliability loading mtu

EIGRP ルータ コンフィギュレーション内に default-metric を指定しない場合、各 redistribute コマン
ドにメトリック値を指定する必要があります。redistribute コマンドで EIGRP メトリックを指定し、
EIGRP ルータ コンフィギュレーション内に default-metric コマンドが含まれている場合、
redistribute コマンドのメトリックが使用されます。
ステップ 4

選択したルート タイプを EIGRP ルーティング プロセスに再分配するには、次のいずれかのオプション
を選択します。

• 接続されたルートを EIGRP ルーティング プロセスに再分配するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config-router): redistribute connected [metric bandwidth delay reliability
loading mtu] [route-map map_name]

• スタティック ルートを EIGRP ルーティング プロセスに再分配するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config-router): redistribute static [metric bandwidth delay reliability
loading mtu] [route-map map_name]

• OSPF ルーティング プロセスのルートを EIGRP ルーティング プロセスに再分配するには、次のコ
マンドを入力します。
hostname(config-router): redistribute ospf pid [match {internal | external [1 | 2] |
nssa-external [1 | 2]}] [metric bandwidth delay reliability loading mtu] [route-map
map_name]
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EIGRP ルータ コンフィギュレーション内に default-metric コマンドが含まれていない場合、
redistribute コマンドに EIGRP メトリック値を指定する必要があります。

EIGRP hello 間隔とホールド間隔の設定
FWSM は、定期的に hello パケットを送信して、ネイバーを検出したり、ネイバーが到達不能または
動作不能になったことを把握したりします。デフォルトでは、hello パケットは 5 秒ごとに送信されま
す。
hello パケットは、FWSM の保持時間をアドバタイズします。保持時間によって、EIGRP ネイバーに、
FWSM を到達可能と見なす時間の長さを知らせます。アドバタイズされた保持時間内にネイバーが
hello パケットを受信しなかった場合、FWSM は到達不能と見なされます。デフォルトでは、アドバタ
イズされる保持時間は 15 秒です（hello 間隔の 3 倍）。
hello 間隔とアドバタイズされる保持時間のいずれも、インターフェイスごとに設定します。保持時間
は hello 間隔の 3 倍以上に設定することをお勧めします。
hello 間隔とアドバタイズされる保持時間を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、hello 間隔またはアドバタイズされるホールド間隔を設定するインターフェ
イスのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# interface phy_if

ステップ 2

hello 間隔を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# hello-interval eigrp as-num seconds

ステップ 3

ホールド間隔を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# hold-time eigrp as-num seconds

自動ルート集約のディセーブル化
自動ルート集約は、デフォルトでイネーブルになっています。EIGRP ルーティング プロセスは、ネッ
トワーク番号の境界で集約を行います。ネットワークが連続していない場合、これによってルーティン
グの問題が発生する可能性があります。
たとえば、ネットワーク 192.168.1.0、192.168.2.0、192.168.3.0 が接続されているルータがあり、そ
れらのネットワークがすべて EIGRP に参加しているとすると、EIGRP ルーティング プロセスはそれ
らのルートに対しサマリー アドレス 192.168.0.0 を作成します。さらにネットワーク 192.168.10.0 と
192.168.11.0 が接続されているルータがこのネットワークに追加され、それらのネットワークが
EIGRP に参加すると、これらもまた 192.168.0.0 として集約されます。トラフィックが誤った場所に
ルーティングされる可能性をなくすために、競合するサマリー アドレスを作成するルータでの自動
ルート集約をディセーブルにする必要があります。
自動ルート集約をディセーブルにするには、EIGRP ルーティング プロセスに対応するルータ コンフィ
ギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# no auto-summary

（注）

自動集約アドレスのアドミニストレーティブ ディスタンスは 5 です。この値は設定できません。
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集約アドレスの設定
サマリー アドレスはインターフェイスごとに設定できます。ネットワーク番号の境界以外でサマリー
アドレスを作成する場合、または自動ルート集約がディセーブルになった FWSM でサマリー アドレス
を使用する場合は、手動でサマリー アドレスを定義する必要があります。ルーティング テーブルに他
にも個別のルートがある場合、EIGRP は、それらすべての個別ルートのメトリックのうち最小のメト
リックを使用して、集約アドレスをインターフェイスからアドバタイズします。
サマリー アドレスを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、集約アドレスを作成するインターフェイスのインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# interface phy_if

ステップ 2

次のコマンドを入力して、集約アドレスを作成します。
hostname(config-if)# summary-address eigrp as-num address mask [distance]

デフォルトでは、定義する EIGRP サマリー アドレスのアドミニストレーティブ ディスタンスは 5 にな
ります。この値は、summary-address コマンドにオプションの引数 distance を指定して変更できま
す。

EIGRP スプリット ホライズンのディセーブル化
スプリット ホライズンは、EIGRP のアップデート パケットとクエリー パケットの送信を制御します。
スプリット ホライズンがインターフェイスでイネーブルになっている場合、アップデート パケットと
クエリー パケットは、このインターフェイスがネクスト ホップである宛先に送信されません。この方
法でアップデート パケットとクエリー パケットを制御すると、ルーティング ループが発生する可能性
が低くなります。
デフォルトでは、スプリット ホライズンはすべてのインターフェイスでイネーブルになっています。
スプリット ホライズンは、ルート情報がルータによってその情報の送信元であるインターフェイスか
らアドバタイズされるのを防ぎます。通常、特にリンクが切断された場合には、この動作によって複数
のルーティング デバイス間の通信が最適化されます。ただし、非ブロードキャスト ネットワークでは、
この動作が望ましくない場合があります。このような状況では（EIGRP が設定されているネットワー
クなど）、スプリット ホライズンをディセーブルにすることもできます。
インターフェイスでのスプリット ホライズンをディセーブルにする場合、そのインターフェイス上の
すべてのルータとアクセス サーバに対してディセーブルにする必要があります。

EIGRP スプリット ホライズンをディセーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、スプリット ホライズンをディセーブルにするインターフェイスのインター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# interface phy_if

ステップ 2

スプリット ホライズンをディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# no split-horizon eigrp as-number
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インターフェイス遅延値の変更
インターフェイス遅延値は、EIGRP ディスタンス計算で使用されます。この値は、インターフェイス
ごとに変更できます。
遅延値を変更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、EIGRP で使用される遅延値を変更するインターフェイスのインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
hostname(config)# interface phy_if

ステップ 2

遅延値を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# delay value

value は 10 マイクロ秒単位で入力します。つまり、2000 マイクロ秒の遅延を設定するには、value に
200 を入力します。
ステップ 3

（任意）インターフェイスに割り当てられている遅延値を表示するには、show interface コマンドを使
用します。

EIGRP のモニタリング
次のコマンドを使用して、EIGRP ルーティング プロセスをモニタできます。コマンド出力の例と説明
については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module
Command Reference』を参照してください。

• EIGRP イベント ログを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show eigrp [as-number] events [{start end} | type]

• EIGRP ルーティングに参加しているインターフェイスを表示するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname# show eigrp [as-number] interfaces [if-name] [detail]

• EIGRP ネイバー テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show eigrp [as-number] neighbors [detail | static] [if-name]

• EIGRP トポロジー テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show eigrp [as-number] topology [ip-addr [mask] | active | all-links |
pending | summary | zero-successors]

• EIGRP トラフィックの統計情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show eigrp [as-number] traffic

ネイバー変更およびネイバー警告メッセージのロギングのディセーブル化
デフォルトでは、ネイバー変更メッセージとネイバー警告メッセージはロギングされます。ネイバー変
更メッセージとネイバー警告メッセージのロギングはディセーブルにできます。
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• ネイバー変更メッセージのロギングをディセーブルにするには、EIGRP ルーティング プロセスに
対応するルータ コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# no eigrp log-neighbor-changes

• ネイバー警告メッセージのロギングをディセーブルにするには、EIGRP ルーティング プロセスに
対応するルータ コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
hostname(config-router)# no eigrp log-neighbor-warnings

非対称ルーティング サポートの設定
セッションの戻りトラフィックが、発信元と異なるインターフェイスを経由してルーティングされるこ
ともあります。フェールオーバー設定では、ある装置から発信された接続の戻りトラフィックが、ピア
装置を経由して返送されることがあります。これは一般に、1 つの FWSM 上の 2 つのインターフェイ
ス、またはフェールオーバー ペアの 2 つの FWSM が別々のサービス プロバイダーに接続され、発信
接続で NAT アドレスを使用しない場合に起こります。FWSM では、戻りトラフィックは接続情報がな
いためデフォルトでは廃棄されます。
廃棄が発生する可能性のあるインターフェイス上で asr-group コマンドを使用して、戻りトラフィック
の廃棄を阻止できます。asr-group コマンドで設定したインターフェイスがセッション情報のないパ
ケットを受信すると、同一グループ内の他のインターフェイスのセッション情報を確認します。

（注）

フェールオーバー設定では、スタンバイ ユニットやフェールオーバー グループからアクティブ ユニッ
トやフェールオーバー グループに転送されるセッション情報について、ステートフル フェールオー
バーをイネーブルにする必要があります。
一致する情報が見つからない場合、パケットはドロップされます。一致する情報が見つかると、次の動
作のうちいずれかが開始します。

• 着信トラフィックがフェールオーバー設定のピア装置で発信された場合、レイヤ 2 ヘッダーの一部
または全部が書き換えられ、パケットは他の装置にリダイレクトされます。このリダイレクトは、
セッションがアクティブである限り続行されます。

• 着信トラフィックが同一装置上の異なるインターフェイスで発信された場合、レイヤ 2 ヘッダーの
一部または全部が書き換えられ、パケットは再度ストリームに入れられます。
次の事項について説明します。

• 「ASR グループへのインターフェイスの追加」（P.8-34）
• 「非対称ルーティング サポートの例」（P.8-35）

ASR グループへのインターフェイスの追加
次のコマンドを入力して、インターフェイスを非対象ルーティング グループに追加します。フェール
オーバー設定の装置間で非対象ルーティング サポートを適切に機能させるためには、ステートフル
フェールオーバーをイネーブルにする必要があります。
hostname/ctx1(config)# interface if
hostname/ctx1(config-if)# asr-group num
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num 範囲に有効な値は、1 ～ 32 です。ASR グループに参加するインターフェイスごとに、コマンドを
入力する必要があります。最大 32 個の ASR グループを作成し、各グループに最大 8 個のインター
フェイスを割り当てることができます。

（注）

フェールオーバー設定のスタンバイ ユニットからアクティブ ユニットへのパケットのリダイレクショ
ンを可能にするために、アップストリーム ルータおよびダウンストリーム ルータは、VLAN ごとに 1
つの MAC アドレスを使用し、異なる VLAN には異なる MAC アドレスを使用する必要があります。

非対称ルーティング サポートの例
図 8-2 に、アクティブ / アクティブ フェールオーバー設定での非対称ルーティング サポートに
asr-group コマンドを使用する例を示します。
アクティブ / アクティブ フェールオーバーでの ASR の例

ISP A

ǳȳȆǭǹȈ A
ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ Ethernet4
nameif outside
asr-group 1

ISP B

ǳȳȆǭǹȈ B
ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ Ethern
nameif outside
asr-group 1

ࡈࠚ࡞ࠝࡃ/ࠬ࠹࠻ ࡦࠢ

FWSM

FWSM

⊒ା࠻ࡈࠖ࠶ࠢ
࠲ࡦ ࠻ࡈࠖ࠶ࠢ

ౝㇱ
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ

132916

図 8-2

一方の装置でコンテキスト A がアクティブで、もう一方の装置でコンテキスト B がアクティブです。
各コンテキストには「outside」という名前のインターフェイスがあり、両方とも asr-group 1 の一部と
して設定されています。発信トラフィックは、コンテキスト A がアクティブな装置を経由してルー
ティングされています。ただし、戻りトラフィックはコンテキスト B がアクティブな装置を経由して
ルーティングされます。通常、装置上に戻りトラフィックのセッション情報はないため、戻りトラ
フィックは廃棄されます。ただし、インターフェイスは asr-group 番号を使用して設定されているた
め、装置は同じ asr-group が割り当てられた他のインターフェイスのセッション情報を検索します。そ
して、装置上でスタンバイ ステートのコンテキスト A の外部インターフェイスでセッション情報を見
つけて、戻りトラフィックをコンテキスト A がアクティブな装置に転送します。
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トラフィックは、コンテキスト A がスタンバイ ステートの装置上でコンテキスト A の外部インター
フェイスを経由して転送され、コンテキスト A がアクティブ ステートの装置上でコンテキスト A の外
部インターフェイスを経由して返送されます。この転送は、必要に応じて、セッションが終了するまで
続行されます。

Route Health Injection の設定
（注）

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(33)SXI 以降に依存し、Catalyst 6500 スイッチでだけ使用可能で
す。

Route Health Injection（RHI）は、FWSM で設定されている、接続されたルート、スタティック ルー
ト、および NAT アドレスを MSFC ルーティング テーブルに注入するために使用します。マルチコン
テキスト モードでは、ダイナミック ルーティング プロトコルがサポートされていないため、この機能
は特に役立ちます。その後、MSFC では、ルートを他のルーティング テーブルに再分配できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Route Health Injection の概要」（P.8-36）
• 「RHI の注意事項」（P.8-37）
• 「RHI のイネーブル化」（P.8-37）

Route Health Injection の概要
接続されたルート、スタティック ルート、および NAT アドレスについては、FWSM でルートをス
イッチのルーティング テーブルに注入できます。これらのルートでは、FWSM インターフェイスの IP
アドレスがこれらの各 FWSM ネットワークのネクストホップ IP アドレスとして指定されます。
たとえば、FWSM で NAT を設定した場合、MSFC 上のスタティック ルートを、FWSM インターフェ
イスをポイントするように設定しないかぎり、MSFC および他の外部ルータでこれらの NAT アドレス
が FWSM に接続されていることを把握できません。ただし、RHI を利用すると、FWSM インター
フェイスをポイントする NAT アドレスを注入して、MSFC によってそのトラフィックが FWSM に自
動的に転送されるようにできます。

FWSM ではシングルコンテキスト モードでしか OSPF または他のダイナミック ルーティング プロト
コルをサポートしていないため、RHI をマルチモードで使用することで、ルートを MSFC に注入でき
ます。その後、MSFC で、これらのルートを OSPF または他のダイナミック ルーティング プロトコル
経由で再分配できます。つまり、MSFC ルーティング プロトコルと RHI を利用することで、FWSM
をマルチモードで実行していても、FWSM ルートを OSPF または他のダイナミック ルーティング プロ
トコル経由で再分配できるようになります。

FWSM ではシングルコンテキスト モードでしか OSPF または他のダイナミック ルーティング プロト
コルをサポートしていないため、RHI をマルチモードで使用することで、ルートを MSFC に注入でき
ます。その後、MSFC で、これらのルートを OSPF または他のダイナミック ルーティング プロトコル
経由で再分配できます。つまり、MSFC ルーティング プロトコルと RHI を利用することで、FWSM
をマルチモードで実行していても、FWSM ルートを OSPF または他のダイナミック ルーティング プロ
トコル経由で再分配できるようになります。
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フェールオーバー設定においては、RHI ルートはアクティブ FWSM からだけ注入されます（これは、
アクティブ / スタンバイおよびアクティブ / アクティブの両方の設定に適用されます）。2 つのシャーシ
間でアクティブ / アクティブ フェールオーバー モードの FWSM フェールオーバーを使用している場
合、両方の FWSM ネットワークにより、アクティブ ステートのコンテキストに対応するルートがそれ
ぞれの MSFC に注入されます。
また、2 つの FWSM のいずれかを宛先としたトラフィックを受信する他のインターフェイス上の 2 つ
の MSFC 間に HSRP を設定している場合、2 つの MSFC 間に設定されたルーティング プロトコルを選
択する必要があります。これにより、各 MFSC で、同じシャーシにないもう一方の FWSM 経由で到達
可能なルートを把握できるようになります。2 つの MSFC 間でルーティング情報が交換されない場合、
情報の受信は行われず、システムは応答しません。これは、HSRP アクティブ MFSC で、もう一方の
シャーシの FWSM 経由で到達可能なネットワークを宛先としたパケットの受信が行われるためです。
その場合、HSRP アクティブ MSFC ともう一方の MSFC の間で対象のルートに関する情報が伝達され
ていないため、パケットは廃棄されるか、デフォルト ゲートウェイに誤って転送される可能性があり
ます。

FWSM では、SCP メッセージを使用して、ルートを MSFC に注入します。

RHI の注意事項
• RHI は、シングルコンテキスト モードとマルチコンテキスト モードの両方でサポートされていま
す。

• RHI は、ルーテッド ファイアウォール モードではサポートされていますが、トランスペアレント
モードではサポートされていません。

• RHI は、フェールオーバー設定（アクティブ / スタンバイおよびアクティブ / アクティブ）でサ
ポートされています。

• ネクストホップ インターフェイスとして指定する FWSM インターフェイスは、FWSM と MSFC
の間にある SVI にする必要があります。「MSFC へのスイッチ仮想インターフェイスの追加」
（P.2-6）を参照してください。

RHI のイネーブル化
RHI を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

（任意）タイプ（接続されたルート、スタティック ルート、および NAT アドレス）ごとに注入する
ルートを制限する場合は、注入するルートを次のオブジェクトのいずれかと一致するルートに制限でき
ます。

• route-map：「ルート マップの定義」（P.8-8）を参照してください。ルート マップは、シングルコ
ンテキスト モードでだけ使用可能です。

• access-list standard：「標準アクセス リストの追加」（P.13-11）を参照してください。
• （NAT だけ）global：「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照してください。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、RHI をイネーブルにします。
hostname(config)# route-inject

CLI はルート注入コンフィギュレーション モードを開始します。route-inject コマンドは 1 つだけ設定
できます。
ステップ 3

NAT アドレス ルートを注入にするには、次のコマンドを入力します。
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hostname(config-route-inject)# redistribute nat [route-map map_name | access-list acl_id |
global-pool pool_id] interface interface_name

interface interface_name 引数では、FWSM インターフェイスを指定します。このインターフェイス
IP アドレスは、注入するルートでネクストホップ IP アドレスとして使用されます。
デフォルトでは、static および global コマンドで定義するすべてのマップ アドレスが注入されます。
注入する NAT アドレスを制限する場合は、route-map、access-list、または global-pool 引数を指定で
きます。その場合、一致するアドレスだけが注入されます。global-pool 引数を使用する場合は、指定
する global コマンドの NAT ID が redistribute コマンドと同じインターフェイス上にあることを確認
してください。複数のインターフェイス上の複数の global コマンドで同じ NAT ID を使用した場合、
redistribute コマンドと同じインターフェイス上のコマンドだけが使用されます。

redistribute nat コマンドは 1 つだけ入力できます。
ステップ 4

接続されたルートを注入にするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-route-inject)# redistribute connected [route-map map_name |
access-list acl_id] interface interface_name

interface interface_name 引数では、FWSM インターフェイスを指定します。このインターフェイス
IP アドレスは、注入するルートでネクストホップ IP アドレスとして使用されます。
デフォルトでは、接続されたすべてのルートが注入されます。
注入するルートを制限する場合は、route-map または access-list 引数を指定できます。その場合、一
致するアドレスだけが注入されます。

redistribute connected コマンドは 1 つだけ入力できます。
ステップ 5

スタティック ルートを注入にするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-route-inject)# redistribute static [route-map map_name |
access-list acl_id] interface interface_name

interface interface_name 引数では、FWSM インターフェイスを指定します。このインターフェイス
IP アドレスは、注入するルートでネクストホップ IP アドレスとして使用されます。
デフォルトでは、すべてのスタティック ルートが注入されます。
注入するルートを制限する場合は、route-map または access-list 引数を指定できます。その場合、一
致するアドレスだけが注入されます。

redistribute static コマンドは 1 つだけ入力できます。

次に、アクセス リスト acl1 と一致する NAT アドレスを注入する例を示します。この例では、VLAN
20 上の 209.165.200.225（外部インターフェイスのアクティブ IP アドレス）をネクストホップとして、
209.165.201.0/30 を注入しています。209.165.201.10 ～ .16 のアドレスは注入されません。
hostname(config)# interface vlan20
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 standby 209.165.200.226
hostname(config-if)# exit
hostname(config)# access-list acl1 standard permit 209.165.201.0 255.255.255.252
hostname(config)# global (outside) 10 209.165.201.1-209.165.201.2 netmask 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 10 209.165.201.10-209.165.201.16 netmask 255.255.255.0
hostname(config)# route-inject
hostname(config-route-inject)# redistribute nat access-list acl1 interface outside

次に、VLAN 20 上の 209.165.200.250 をネクストホップとして、209.165.202.129 ～ .131 および
209.165.202.140 ～ .146 を注入する例を示します。DMZ インターフェイス上のグローバル プールおよ
び外部インターフェイス上のグローバル プール 20 は含まれません。
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hostname(config)# interface vlan20
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# ip address 209.165.200.250 255.255.255.224 standby 209.165.200.251
hostname(config-if)# exit
hostname(config)# global (dmz) 10 209.165.201.1-209.165.201.10 netmask 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 10 209.165.202.129-209.165.202.131 netmask
255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 10 209.165.202.140-209.165.202.146 netmask
255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 20 209.165.202.150-209.165.202.155 netmask
255.255.255.0
hostname(config)# route-inject
hostname(config-route-inject)# redistribute nat global-pool 10 interface outside

次に、VLAN 20 上の 209.165.200.225 をネクストホップとして、209.165.201.0/27 および
192.0.2.0/24 を注入する例を示します。209.165.202.128/27 は注入されません。
hostname(config)# interface vlan20
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 standby 209.165.200.226
hostname(config-if)# exit
hostname(config)# access-list acl1 standard permit 209.165.201.0 255.255.255.224
hostname(config)# access-list acl2 standard permit 192.0.2.0 255.255.255.0
hostname(config)# route-map map1 permit 10
hostname(config-route-map)# match ip address acl1 acl2
hostname(config-route-map)# exit
hostname(config)# route inside 209.165.201.0 255.255.255.224 10.1.1.1
hostname(config)# route inside 192.0.2.0 255.255.255.0 10.1.1.1
hostname(config)# route inside 209.165.202.128 255.255.255.224 10.1.1.1
hostname(config)# route-inject
hostname(config-route-inject)# redistribute static route-map map1 interface outside

DHCP の設定
DHCP は、IP アドレスなどのネットワーク コンフィギュレーション パラメータを DHCP クライアン
トに提供します。FWSM は、DHCP サーバまたは DHCP リレー サービスを FWSM のインターフェイ
スに接続されている DHCP クライアントに提供することができます。DHCP サーバは、ネットワーク
コンフィギュレーション パラメータを DHCP クライアントに直接提供します。DHCP リレーでは、1
つのインターフェイスで受信した DHCP 要求を、別のインターフェイスの背後に位置する外部 DHCP
サーバに渡します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「DHCP サーバの設定」（P.8-39）
• 「DHCP リレー サービスの設定」（P.8-43）

DHCP サーバの設定
ここでは、FWSM の DHCP サーバを設定する方法について説明します。ここでは、次の内容について
説明します。

• 「DHCP サーバのイネーブル化」（P.8-40）
• 「DHCP オプションの設定」（P.8-41）
• 「DHCP サーバを利用する Cisco IP Phone の使用」（P.8-42）
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DHCP サーバのイネーブル化
FWSM は DHCP サーバとして動作可能です。DHCP は、ホスト IP アドレス、デフォルト ゲートウェ
イ、DNS サーバなどのネットワーク設定値をホストに供給するプロトコルです。
（注）

FWSM DHCP サーバは、BOOTP 要求をサポートしていません。
マルチ コンテキスト モードでは、DHCP サーバまたは DHCP リレーは、複数のコンテキストで使用さ
れるインターフェイス上ではイネーブルにはできません。

DHCP サーバは、FWSM の各インターフェイスに設定することができます。各インターフェイスに
は、それ自体のアドレス プールがあり、利用できます。しかし、DNS サーバ、ドメイン名、オプショ
ン、ping のタイムアウト、WINS サーバなど他の DHCP 設定はグローバルに設定され、すべてのイン
ターフェイス上の DHCP サーバによって使用されます。
（注）

インターフェイスあたり最大 4 つの DHCP リレー サーバを追加できますが、FWSM に設定できる
DHCP リレー サーバは 10 までという制限があります。dhcprelay enable コマンドを入力する前に、
少なくとも 1 つの dhcprelay server コマンドを FWSM コンフィギュレーションに追加する必要があり
ます。DHCP リレー サーバが設定されているインターフェイス上には、DHCP クライアントを設定で
きません。

DHCP クライアントまたは DHCP リレー サービスを、サーバがイネーブル化されたインターフェイス
上で設定することはできません。また、DHCP クライアントは、サーバがイネーブルになっているイ
ンターフェイスに直接接続する必要があります。
特定の FWSM インターフェイス上で DHCP サーバをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

DHCP アドレス プールを作成します。次のコマンドを入力して、アドレス プールを定義します。
hostname(config)# dhcpd address ip_address-ip_address interface_name

FWSM は、1 つのクライアントに対して一定時間だけ使用可能なアドレスを 1 つ、このプールから割り
当てます。これらのアドレスは、直接接続されているネットワークのための、変換されていないローカ
ル アドレスです。
アドレス プールは、FWSM インターフェイスと同じサブネット内にある必要があります。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、クライアントに使用させる DNS サーバ（複数可）の IP アドレス
（複数可）を指定します。
hostname(config)# dhcpd dns dns1 [dns2]

DNS サーバを 2 つまで指定できます。
ステップ 3

（任意）次のコマンドを入力して、クライアントに使用させる WINS サーバ（複数可）の IP アドレス
（複数可）を指定します。
hostname(config)# dhcpd wins wins1 [wins2]

WINS サーバは最大 2 つまで指定できます。
ステップ 4

（任意）次のコマンドを入力して、クライアントに付与するリース期間を変更します。
hostname(config)# dhcpd lease lease_length

リース期間は、その期間が終了するまでクライアントがその割り当て IP アドレスを使用できる時間
（秒）のことです。0 ～ 1,048,575 の間の値を入力します。デフォルト値は 3600 秒です。
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ステップ 5

（任意）次のコマンドを入力して、クライアントが使用するドメイン名を設定します。
hostname(config)# dhcpd domain domain_name

ステップ 6

（任意）次のコマンドを入力して、DHCP の ping タイムアウト値を設定します。
hostname(config)# dhcpd ping_timeout milliseconds

アドレスの衝突を避けるために、FWSM は、1 つのアドレスに ICMP ping パケットを 2 回送信してか
ら、そのアドレスを DHCP クライアントに割り当てます。このコマンドは、これらのパケットのタイ
ムアウト値を指定します。
ステップ 7

（トランスペアレント ファイアウォール モード）デフォルト ゲートウェイを定義します。DHCP クラ
イアントに送信するデフォルト ゲートウェイを定義するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# dhcpd option 3 ip gateway_ip

DHCP のオプション 3 を使用せずにデフォルトのゲートウェイを定義する場合、DHCP クライアント
は管理インターフェイスの IP アドレスを使用します。管理インターフェイスは、トラフィックをルー
ティングしません。
ステップ 8

次のコマンドを入力して、FWSM 内の DHCP デーモンがイネーブルになったインターフェイス上で
DHCP クライアント要求を待ち受けるようにします。
hostname(config)# dhcpd enable interface_name

たとえば、内部インターフェイスに接続されたホストに 10.0.1.101 ～ 10.0.1.110 の範囲を割り当てる
場合、次のコマンドを入力します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

dhcpd
dhcpd
dhcpd
dhcpd
dhcpd
dhcpd

address 10.0.1.101-10.0.1.110 inside
dns 209.165.201.2 209.165.202.129
wins 209.165.201.5
lease 3000
domain example.com
enable inside

DHCP オプションの設定
RFC 2132 に示されている DHCP オプションの情報を送信するように FWSM を設定できます。DHCP
オプションは次の 3 つのいずれかのカテゴリに属します。
• IP アドレスを返すオプション
• テキスト文字列を返すオプション
• 16 進数値を返すオプション

FWSM は、DHCP オプションの 3 つのカテゴリすべてをサポートします。DHCP オプションを設定す
るには、次のいずれかを実行します。
• 1 つまたは 2 つの IP アドレスを返す DHCP オプションを設定するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# dhcpd option code ip addr_1 [addr_2]

• テキスト文字列を返す DHCP オプションを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# dhcpd option code ascii text

• 16 進数値を返す DHCP オプションを設定するには、次のコマンドを入力します。
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hostname(config)# dhcpd option code hex value

（注）

FWSM は、指定されたオプションのタイプおよび値が、RFC 2132 に定義されているオプション コー
ドに対して期待されているタイプおよび値と一致するかどうかは確認しません。たとえば、dhcpd
option 46 ascii hello を入力した場合、オプション 46 は RFC 2132 で 1 桁の 16 進数値として定義
されているにもかかわらず、FWSM はこのコンフィギュレーションを受け付けます。オプション コー
ドとオプション コードに対応付けられたタイプおよび予測値の詳細については、RFC 2132 を参照して
ください。
表 8-1 に、dhcpd option コマンドでサポートされない DHCP オプションを示します。
表 8-1

サポートされていない DHCP オプション

オプション コー
ド

説明

0

DHCPOPT_PAD

1

HCPOPT_SUBNET_MASK

12

DHCPOPT_HOST_NAME

50

DHCPOPT_REQUESTED_ADDRESS

51

DHCPOPT_LEASE_TIME

52

DHCPOPT_OPTION_OVERLOAD

53

DHCPOPT_MESSAGE_TYPE

54

DHCPOPT_SERVER_IDENTIFIER

58

DHCPOPT_RENEWAL_TIME

59

DHCPOPT_REBINDING_TIME

61

DHCPOPT_CLIENT_IDENTIFIER

67

DHCPOPT_BOOT_FILE_NAME

82

DHCPOPT_RELAY_INFORMATION

255

DHCPOPT_END

特定オプション（DHCP オプション 3、66、150）を使用して Cisco IP Phone を設定します。これらの
（P.8-42）を参照して
オプションの設定については、
「DHCP サーバを利用する Cisco IP Phone の使用」
ください。

DHCP サーバを利用する Cisco IP Phone の使用
Cisco IP テレフォニー VoIP ソリューションを実装する小規模な支社を持つ企業では、一般に本社で
Cisco CallManager を実装し、支社の Cisco IP Phone を制御します。この実装により中央集中型のコー
ル プロセッシングが可能となり、必要な装置を少なく抑え、支店側で Cisco CallManager およびその
他のサーバを管理する必要がなくなります。

Cisco IP Phone では、コンフィギュレーションを TFTP サーバからダウンロードします。Cisco IP
Phone の起動時に、IP アドレスと TFTP サーバの IP アドレスの両方が事前に設定されていない場合、
Cisco IP Phone ではオプション 150 または 66 を伴う要求を DHCP サーバに送信して、この情報を取得
します。

• DHCP オプション 150 では、TFTP サーバのリストの IP アドレスが提供されます。
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• DHCP オプション 66 では、1 つの TFTP サーバの IP アドレスまたはホスト名が与えられます。

Cisco IP Phone では、デフォルト ルートを設定する DHCP オプション 3 が要求に含まれることもあり
ます。

Cisco IP Phone は、1 つの要求にオプション 150 と 66 の両方を含めることがあります。この場合、
FWSM DHCP サーバは、FWSM 上で値が設定されていれば、両方のオプションに対応する値を応答と
して提供します。

RFC 2132 に記載されているオプションの大部分の情報を送信するように FWSM を設定できます。次
に、オプション番号の構文とともに、よく使用されるオプション 66 、150、および 3 の構文を示しま
す。

• 次のコマンドを入力して、RFC 2132 の指定に従って、オプション番号が含まれている DHCP 要求
に対応する情報を提供します。
hostname(config)# dhcpd option number value

• 次のコマンドを入力して、オプション 66 に対応する TFTP サーバの IP アドレスまたは名前を提供
します。
hostname(config)# dhcpd option 66 ascii server_name

• 次のコマンドを入力して、オプション 150 に対応する 1 つまたは 2 つの TFTP サーバの IP アドレ
スまたは名前を提供します。
hostname(config)# dhcpd option 150 ip server_ip1 [server_ip2]

server_ip1 には、プライマリ TFTP サーバの IP アドレスまたは名前を、server_ip2 には、セカン
ダリ TFTP サーバの IP アドレスまたは名前を指定します。オプション 150 を使用すると、最大 2
つの TFTP サーバが指定できます。
• デフォルト ルートを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# dhcpd option 3 ip router_ip1

DHCP リレー サービスの設定
ここでは、FWSM の DHCP リレー サービスを設定する方法について説明します。ここでは、次の内容
について説明します。

• 「DHCP リレーの概要」（P.8-43）
• 「DHCP リレー エージェントの設定」（P.8-44）
• 「DHCP オプション 82 の維持」（P.8-45）
• 「DHCP リレーのコンフィギュレーションの確認」（P.8-46）

DHCP リレーの概要
インターフェイスで受信した DHCP 要求を 1 つまたは複数の DHCP サーバに転送するように DHCP リ
レー エージェントを設定できます。インターフェイスに DHCP 要求が届くと、ユーザの設定に基づい
て、FWSM からその要求がリレーされる DHCP サーバが決定されます。設定できるサーバのタイプは
次のとおりです。

• インターフェイス固有の DHCP サーバ：特定のインターフェイスに要求が届くと、その要求はイ
ンターフェイス固有のサーバにだけリレーされます。
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• グローバル DHCP サーバ：インターフェイス固有のサーバが設定されていないインターフェイス
に要求が届くと、その要求はすべてのグローバル サーバにリレーされます。インターフェイスに
インターフェイス固有のサーバが設定されている場合、グローバル サーバは使用されません。

DHCP リレー エージェントを使用する場合、次の制限が適用されます。
• DHCP サーバ機能もイネーブルになっている場合、リレー エージェントをイネーブルにできませ
ん。

• DHCP リレー サービスはトランスペアレント ファイアウォール モードでは使用できません。ただ
し、アクセス リストを使用して DHCP トラフィックを通過させることはできます。トランスペア
レント モードで DHCP 要求と応答が FWSM を通過できるようにするには、2 つのアクセス リス
トを設定する必要があります。1 つは内部インターフェイスから外部への DHCP 要求を許可するも
ので、もう 1 つは逆方向に向かうサーバからの応答を許可するためのものです。
• FWSM にクライアントを直接接続する必要があります。クライアントから別のリレー エージェン
トまたはルータを介して要求を送ることはできません。

• マルチ コンテキスト モードでは、複数のコンテキストによって使用されるインターフェイス上で
DHCP リレーをイネーブルにできません。

DHCP リレー エージェントの設定
DHCP リレーをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のいずれかまたは両方の方法を使用して、DHCP サーバの IP アドレスを設定します。

• インターフェイス固有のサーバを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# interface {vlan vlan_id | mapped_name}
hostname(config-if)# dhcprelay server ip_address

vlan vlan_id または mapped_interface 引数は、DHCP リレーをイネーブルにするインターフェイ
スです。

dhcprelay server コマンドは、インターフェイスごとに最大で 4 回入力できます。各コンテキスト
またはシングルモードで許容されるサーバ数は、グローバル サーバを含め、最大 10 台です。
インターフェイス固有のサーバは、設定されているグローバル サーバより優先されます。

DHCP リレーをイネーブルにするインターフェイスに DHCP サーバが存在していてはなりません
（FWSM では、ルーティング テーブルを使用して、DHCP サーバに接続されているインターフェ
イスが判別されます）。

（注）

クライアントと既存のグローバル DHCP サーバの間ですでに接続が確立されている状況で、イ
ンターフェイス固有のサーバ アドレスを設定した場合、サーバ アドレスのリース期限が切れる
まで、クライアントではグローバル サーバが引き続き使用されます。リース期限が切れると、
新しい接続でインターフェイス固有のサーバが使用されます。

• グローバル サーバを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# dhcprelay server ip_address if_name

if_name 引数は、DHCP サーバに接続されたインターフェイスです。DHCP サーバは、DHCP リ
レーをイネーブルにする DHCP クライアントとは別のインターフェイスに存在している必要があ
ります。
このコマンドは 10 回まで使用でき、最大 10 サーバ（インターフェイス固有のサーバを含む）を指
定できます。
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ステップ 2

次のコマンドを入力して、クライアントに接続されたインターフェイス上で DHCP リレーをイネーブ
ルにします。
hostname(config)# dhcprelay enable interface

DHCP リレーは複数のインターフェイスでイネーブルにできます。ただし、DHCP サーバに接続され
ているインターフェイスで DHCP リレーを設定することはできません。たとえば、内部 1 および内部
2 インターフェイスで DHCP リレーを設定し、外部インターフェイスおよび DMZ インターフェイスで
DHCP サーバを設定できます。内部 1 または内部 2 ではどのサーバも設定できません。
ステップ 3

（任意）次のコマンドを入力して、リレー アドレス ネゴシエーションが可能な秒数を設定します。
hostname(config)# dhcprelay timeout seconds

ステップ 4

（任意）次のコマンドを入力して、DHCP サーバから FWSM インターフェイスのアドレスに送信され
るパケットに組み込む、最初のデフォルト ルータ アドレスを変更します。
hostname(config)# dhcprelay setroute if_name

このアクションを行うと、クライアントは、自分のデフォルト ルートを設定して、DHCP サーバで異
なるルータが指定されている場合でも、FWSM をポイントすることができます。
パケット内にデフォルトのルータ オプションがなければ、FWSM は、そのインターフェイスのアドレ
スを含んでいるデフォルト ルータを追加します。

次に、FWSM が、内部 1 および内部 2 インターフェイスに接続されたクライアントからの DHCP 要求
を、外部インターフェイス上のグローバル DHCP サーバおよび DMZ インターフェイス上のグローバ
ル DHCP サーバに転送できるようにする例を示します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

dhcprelay
dhcprelay
dhcprelay
dhcprelay
dhcprelay
dhcprelay

server 209.165.200.225 outside
server 209.165.201.4 dmz
enable inside1
setroute inside1
enable inside2
setroute inside2

次に、FWSM が、
（VLAN 20 上の）内部 1 インターフェイスに接続されたクライアントからの DHCP
要求を、（外部インターフェイス上の）インターフェイス固有の DHCP サーバに転送できるようにする
例を示します。内部 2 インターフェイスでは、外部インターフェイスおよび DMZ インターフェイス上
のグローバル DHCP サーバが使用されます。外部インターフェイス上のグローバル DHCP サーバは、
内部 1 インターフェイス用のインターフェイス固有のサーバと同一です。
hostname(config)# interface vlan 20
hostname(config-if)# dhcprelay server 209.165.200.225
hostname(config)# dhcprelay server 209.165.200.225 outside
hostname(config)# dhcprelay server 209.165.201.4 dmz
hostname(config)# dhcprelay enable inside1
hostname(config)# dhcprelay setroute inside1
hostname(config)# dhcprelay enable inside2
hostname(config)# dhcprelay setroute inside2

DHCP オプション 82 の維持
ここでは、DHCP オプション 82 の機能について説明します。この機能では、DHCP リレー エージェン
トで DHCP クライアントからの DHCP 要求を DHCP サーバに転送するときに、リレー エージェント
自体および接続されたクライアントに関する情報を付加できるようにします。
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DHCP リレー エージェントで信頼できない送信元からの DHCP パケットを受信した場合、そのパケッ
トにオプション 82 がすでに設定されていても、giaddr（パケットをサーバに転送する前にリレー エー
ジェントで設定される DHCP リレー エージェント アドレス）フィールドが 0 に設定されていれば、パ
ケットはデフォルトでドロップされます。また、DHCP リレー エージェントが DSLAM デバイスの背
後にある場合も、パケットはドロップされます。必要に応じて、インターフェイスを信頼できるイン
ターフェイスとして指定することで、オプション 82 を維持したままパケットを転送できます。この機
能により、スイッチ上の DHCP スヌーピングおよび IP ソース ガード機能が FWSM と連動するように
なります。

DHCP スヌーピングは、信頼できない DHCP メッセージをフィルタリングし、DHCP スヌーピング バ
インディング テーブルを作成および管理することで、ネットワーク セキュリティを実現する DHCP セ
キュリティ機能です。

IPv4 および IPv6 アドレスで設定されたインターフェイス上でこの機能をイネーブルにできます。
特定のインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定し、オプション 82 を維持するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# interface interface {vlan vlan_id | mapped_name}
hostname(config-if)# dhcprelay information trusted

すべてのインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定するには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config)# dhcprelay information trust-all

共有されているインターフェイスおよび DHCP サーバが設定されているインターフェイスを除き、す
べてのインターフェイスが信頼できるインターフェイスとして設定されます。
インターフェイス固有の信頼できるコンフィギュレーションと、グローバルの信頼できるコンフィギュ
レーションは共存させることができます。たとえば、3 つのインターフェイス A、B、C が存在し、
ユーザがインターフェイス固有のコマンドを使用してインターフェイス A を信頼できるインターフェ
イスとして設定するとします。さらに、ユーザはグローバル コマンドも設定します。
ここで A、B、C の 3 つすべてのインターフェイスが信頼できるインターフェイスになっています。no
dhcprelay information trust-all コマンドを入力した場合、インターフェイス B と C は信頼できない
インターフェイスになります。インターフェイス固有の信頼できるコンフィギュレーションは削除され
ないため、インターフェイス A は信頼できるインターフェイスのまま残ります。

DHCP リレーのコンフィギュレーションの確認
インターフェイス固有の DHCP リレーのコンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを入
力します。
hostname# show running-config dhcprelay interface [vlan vlan_id | mapped_name]

グローバル DHCP リレーのコンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show running-config dhcprelay global
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マルチキャスト ルーティングの設定
この章では、マルチキャスト ルーティングの設定方法について説明します。この章では、次の内容に
ついて説明します。

• 「マルチキャスト ルーティングの概要」（P.9-1）
• 「マルチキャスト ルーティングのイネーブル化」（P.9-2）
• 「IGMP 機能の設定」（P.9-2）
• 「スタブ マルチキャスト ルーティングの設定」（P.9-6）
• 「スタティック マルチキャスト ルートの設定」（P.9-6）
• 「PIM 機能の設定」（P.9-7）
• 「マルチキャスト ルーティングの詳細について」（P.9-9）

マルチキャスト ルーティングの概要
FWSM は、スタブ マルチキャスト ルーティングと PIM マルチキャスト ルーティングの両方をサポー
トしています。ただし、1 つの FWSM に両方を同時に設定できません。
（注）

マルチキャスト ルーティングには、UDP トランスポート層だけがサポートされています。
スタブ マルチキャスト ルーティングは、ダイナミック ホスト登録の機能を提供して、マルチキャスト
ルーティングを容易にします。スタブ マルチキャスト ルーティング用に設定されている場合、FWSM
は IGMP プロキシ エージェントとして機能します。FWSM は、マルチキャスト ルーティングに全面的
に参加するのではなく、IGMP メッセージをアップストリームのマルチキャスト ルータに転送し、そ
のルータがマルチキャスト データの送信をセットアップします。FWSM をスタブ マルチキャスト
ルーティング用に設定した場合、PIM 用には設定できません。

FWSM は、PIM-SM および双方向 PIM の両方をサポートしています。PIM-SM は、基盤となるユニ
キャスト ルーティング情報ベースまたは別のマルチキャスト対応ルーティング情報ベースを使用する
マルチキャスト ルーティング プロトコルです。このプロトコルは、マルチキャスト グループあたり 1
つのランデブー ポイントをルートにした単方向の共有ツリーを構築し、オプションでマルチキャスト
の発信元ごとに最短パス ツリーを作成します。
双方向 PIM は PIM-SM の変形で、マルチキャストの発信元と受信者を接続する双方向の共有ツリーを
構築します。双方向ツリーは、マルチキャスト トポロジの各リンクで動作する DF 選定プロセスを使
用して構築されます。DF に支援されたマルチキャスト データは発信元からランデブー ポイントに転

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

9-1

第9章

マルチキャスト ルーティングの設定

マルチキャスト ルーティングのイネーブル化

送されます。この結果、マルチキャスト データは発信元固有の状態を必要とせず、共有ツリーをた
どって受信者に送信されます。DF 選定はランデブー ポイントの検出中に行われ、これによってデフォ
ルト ルートがランデブー ポイントに提供されます。

（注）

FWSM が PIM RP の場合は、FWSM の変換されていない外部アドレスを RP アドレスとして使用しま
す。

マルチキャスト ルーティングのイネーブル化
マルチキャスト ルーティングをイネーブル化すると、FWSM でマルチキャスト パケットを転送できま
す。マルチキャスト ルーティングをイネーブル化すると、すべてのインターフェイスで PIM と IGMP
が自動的にイネーブルになります。マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config)# multicast-routing

（注）

FWSM でのマルチキャスト ルーティングに使用できる発信インターフェイスは 8 個に限定されていま
す。
マルチキャスト ルーティング テーブルのエントリの数は、システムに搭載されているメモリの量に
よって制限されます。表 9-1 に、FWSM の RAM の量に基づいた特定のマルチキャスト テーブルのエ
ントリの最大数を示します。この制限に達すると、新規のエントリは廃棄されます。
表 9-1

マルチキャスト テーブルのエントリの制限

テーブル

16
MB

128
MB

以上

MFIB

1000

3000

5000

IGMP グ

1000

3000

5000

3000

7000

12000

128 MB

ループ

PIM ルート

IGMP 機能の設定
IP ホストは、IGMP を使用して、直接接続されているマルチキャスト ルータにグループ メンバーシッ
プをレポートします。IGMP は、グループ アドレス（Class D IP アドレス）をグループ識別子として使
用します。ホスト グループ アドレスは、224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲で使用できます。アドレ
ス 224.0.0.0 は、どのグループにも割り当てられません。アドレス 224.0.0.1 は、サブネット上のすべ
てのシステムに割り当てられます。アドレス 224.0.0.2 は、サブネット上のすべてのルータに割り当て
られます。
FWSM でマルチキャスト ルーティングをイネーブルにすると、IGMP バージョン 2 がすべてのイン
ターフェイスで自動的にイネーブルになります。
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（注）

show run コマンドを使用すると、インターフェイス コンフィギュレーションには no igmp コマンドだ
けが表示されます。デバイス コンフィギュレーションに multicast-routing コマンドがあると、すべて
のインターフェイスで IGMP が自動的にイネーブルになります。
ここでは、インターフェイス単位で任意の IGMP 設定を行う方法について説明します。ここでは、次
の内容について説明します。

• 「インターフェイスにおける IGMP のディセーブル化」（P.9-3）
• 「グループ メンバーシップの設定」（P.9-3）
• 「静的に加入するグループの設定」（P.9-4）
• 「マルチキャスト グループへのアクセスの制御」（P.9-4）
• 「インターフェイスにおける IGMP 状態の数の制限」（P.9-4）
• 「クエリー間隔とクエリー タイムアウトの変更」（P.9-5）
• 「クエリー応答時間の変更」（P.9-5）
• 「IGMP バージョンの変更」（P.9-5）

インターフェイスにおける IGMP のディセーブル化
IGMP は、特定のインターフェイスでディセーブルにできます。この機能は、マルチキャスト ホスト
が存在しないことがわかっている特定のインターフェイスに FWSM からホスト クエリー メッセージ
を送信しないようにする場合に便利です。
インターフェイス上で IGMP をディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# no igmp

インターフェイス上で IGMP を再びイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# igmp

（注）

インターフェイス コンフィギュレーションには、no igmp コマンドだけが表示されます。

グループ メンバーシップの設定
FWSM がマルチキャスト グループのメンバーになるように設定できます。マルチキャスト グループに
加入するように FWSM を設定すると、アップストリーム ルータはそのグループのマルチキャスト
ルーティング テーブル情報を維持して、このグループをアクティブにするパスを保持します。

FWSM をマルチキャスト グループに参加させるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# igmp join-group group-address
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静的に加入するグループの設定
グループ メンバーがグループのメンバーシップをレポートできなかったり、ネットワーク セグメント
にグループのメンバーが存在しない場合でも、そのグループのマルチキャスト トラフィックをその
ネットワーク セグメントに送信しなければならないことがあります。このような場合、次のいずれか
の方法で、そのグループのマルチキャスト トラフィックをセグメントに送信できます。

• igmp join-group コマンドを使用（「グループ メンバーシップの設定」（P.9-3）を参照）。FWSM
はマルチキャスト パケットを受信して転送することができます。

• igmp static-group コマンドを使用。FWSM は、マルチキャスト パケットを受け入れずに、指定
したインターフェイスに転送します。
静的に加入するマルチキャスト グループをインターフェイス上で設定するには、次のコマンドを入力
します。
hostname(config-if)# igmp static-group group-address

マルチキャスト グループへのアクセスの制御
FWSM インターフェイス上のホストが加入可能なマルチキャスト グループを制御するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

マルチキャスト トラフィックのアクセス リストを作成します。1 つのアクセス リストに複数のエント
リを作成することができます。拡張アクセス リストまたは標準アクセス リストを使用できます。

• 標準アクセス リストを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list name standard [permit | deny] ip_addr mask

ip_addr 引数は、許可または拒否されるマルチキャスト グループの IP アドレスです。
• 拡張アクセス リストを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list name extended [permit | deny] protocol src_ip_addr
src_mask dst_ip_addr dst_mask

dst_ip_addr 引数は、許可または拒否されるマルチキャスト グループの IP アドレスです。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、アクセス リストをインターフェイスに適用します。
hostname(config-if)# igmp access-group acl

acl 引数は、標準 IP アクセス リストまたは拡張 IP アクセス リストの名前です。

インターフェイスにおける IGMP 状態の数の制限
IGMP メンバーシップ報告の結果の IGMP 状態の数は、インターフェイスごとに制限することができ
ます。設定された上限を超過したメンバーシップ報告は IGMP キャッシュに入力されず、超過した分
のメンバーシップ報告のトラフィックは転送されません。
インターフェイスの IGMP ステート数を制限にするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# igmp limit number
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有効値の範囲は 0 ～ 500 で、500 がデフォルト値です。この値を 0 に設定すると、学習したグループが
追加されなくなりますが、（igmp join-group コマンドおよび igmp static-group コマンドを使用して）
手動で定義したメンバーシップは引き続き許可されます。このコマンドの no 形式を使用すると、デ
フォルト値に戻ります。

クエリー間隔とクエリー タイムアウトの変更
FWSM は、クエリー メッセージを送信して、インターフェイスに接続されているネットワークにメン
バーを持つマルチキャスト グループを検出します。メンバーは、IGMP 報告メッセージで応答して、
特定のグループに対するマルチキャスト パケットの受信を希望していることを示します。クエリー
メッセージは、アドレスが 224.0.0.1 で存続可能時間値が 1 の全システム マルチキャスト グループ宛て
に送信されます。
これらのメッセージが定期的に送信されることにより、FWSM に保存されているメンバーシップ情報
はリフレッシュされます。FWSM で、ローカル メンバーがいなくなったマルチキャスト グループがま
だインターフェイスに接続されていることがわかると、そのグループへのマルチキャスト パケットを
接続されているネットワークに転送するのを停止し、そのパケットの送信元にプルーニング メッセー
ジを戻します。
デフォルトでは、サブネット上の PIM 指定ルータがクエリー メッセージの送信を担当します。この
メッセージは、デフォルトでは 125 秒間に 1 回送信されます。この間隔を変更するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config-if)# igmp query-interval seconds

指定されたタイムアウト値（デフォルトは 255 秒）の間にインターフェイス上でクエリー メッセージ
が FWSM によって検出されないと、FWSM が指定ルータになり、クエリー メッセージの送信を開始
します。このタイムアウト値を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# igmp query-timeout seconds

（注）

igmp query-timeout コマンドおよび igmp query-interval コマンドを実行するには、IGMP バージョ
ン 2 が必要です。

クエリー応答時間の変更
デフォルトでは、IGMP クエリーでアドバタイズされる最大クエリー応答時間は 10 秒です。FWSM が
この時間内にホスト クエリーの応答を受信しなかった場合、グループを削除します。
最大クエリー応答時間を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# igmp query-max-response-time seconds

IGMP バージョンの変更
デフォルトでは、FWSM は IGMP Version 2 を実行します。このプロトコルにより、igmp
query-timeout コマンドや igmp query-interval コマンドなど複数の追加機能がイネーブルになりま
す。
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サブネットのマルチキャスト ルータはすべて、同じ IGMP バージョンをサポートしている必要があり
ます。FWSM は、バージョン 1 ルータを自動的に検出してバージョン 1 に切り替えることはありませ
ん。しかし、サブネットに IGMP のバージョン 1 のホストとバージョン 2 のホストが混在しても問題
はありません。IGMP バージョン 2 を実行している FWSM は、IGMP バージョン 1 のホストが存在し
ても正常に動作します。
インターフェイスで実行する IGMP のバージョンを制御するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# igmp version {1 | 2}

スタブ マルチキャスト ルーティングの設定
スタブ エリアへのゲートウェイとして動作している FWSM は、PIM に参加する必要はありません。そ
の代わりに、そのセキュリティ アプライアンスを IGMP プロキシ エージェントとして設定すると、あ
るインターフェイスに接続されているホストから、別のインターフェイスのアップストリーム マルチ
キャスト ルータに IGMP メッセージを転送することができます。FWSM を IGMP プロキシ エージェ
ントとして設定するには、ホスト加入（join）メッセージおよびホスト脱退（leave）メッセージをス
タブ エリアからアップストリーム インターフェイスに転送します。
ホスト ジョインを転送してメッセージを残すには、スタブ エリアに接続されたインターフェイスから
次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# igmp forward interface if_name

（注）

スタブ マルチキャスト ルーティングと PIM は同時にはサポートされません。

スタティック マルチキャスト ルートの設定
PIM を使用する場合、FWSM は、ユニキャスト パケットを発信元に返送するときと同じインターフェ
イスでパケットを受信することを想定しています。マルチキャスト ルーティングをサポートしていな
いルートをバイパスする場合などは、ユニキャスト パケットで 1 つのパスを使用し、マルチキャスト
パケットで別の 1 つのパスを使用することもあります。
スタティック マルチキャスト ルートはアドバタイズされず、再配布されません。

PIM 用のスタティック マルチキャスト ルートを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mroute src_ip src_mask (input_if_name | rpf_neighbor} [distance]

次に例を示します。
hostname(config)# mroute 10.1.1.1 255.255.255.255 192.168.1.2

10.1.1.1 はマルチキャスト トラフィックを送出しているサーバを示し、192.168.1.2 は FWSM の RPF
ネイバーを示します。

（注）

インターフェイスまたは RPF ネイバーのいずれかを指定できますが、同時には指定できません。
スタブ エリア用のスタティック マルチキャスト ルートを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mroute src_ip src_mask input_if_name [dense output_if_name] [distance]
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（注）

dense output_if_name キーワードと引数のペアは、スタブ マルチキャスト ルーティング用にだけサ
ポートされています。

PIM 機能の設定
各ルータは PIM を使用して、マルチキャスト ダイアグラムを転送するための転送テーブルを管理しま
す。FWSM でマルチキャスト ルーティングをイネーブルにすると、PIM および IGMP がすべてのイン
ターフェイスで自動的にイネーブルになります。

（注）

PIM は PAT ではサポートされません。PIM プロトコルはポートを使用せず、PAT はポートを使用する
プロトコルに対してのみ動作します。
ここでは、任意の PIM 設定を行う方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「インターフェイス上での PIM のディセーブル化」（P.9-7）
• 「スタティック ランデブー ポイント アドレスの設定」（P.9-7）
• 「指定ルータのプライオリティの設定」（P.9-8）
• 「PIM Register メッセージのフィルタリング」（P.9-8）
• 「PIM メッセージ間隔の設定」（P.9-8）

インターフェイス上での PIM のディセーブル化
特定のインターフェイスで PIM をディセーブルにできます。インターフェイス上で PIM をディセーブ
ルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# no pim

インターフェイス上で PIM を再びイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# pim

（注）

インターフェイス コンフィギュレーションには、no pim コマンドだけが表示されます。

スタティック ランデブー ポイント アドレスの設定
共通の PIM スパース モードまたは双方向ドメイン内のルータはすべて、PIM RP アドレスを認識して
いる必要があります。このアドレスは、pim rp-address コマンドを使用してスタティックに設定され
ます。

（注）

FWSM は Auto-RP や PIM BSR をサポートしていないため、ユーザは pimrp-address コマンドを使用
して RP アドレスを指定する必要があります。
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FWSM を複数のグループの RP として機能するように設定することができます。アクセス リストで指
定するグループの範囲によって、PIM RP グループ マッピングが決まります。アクセス リストが指定
されていない場合は、マルチキャスト グループ全体の範囲（224.0.0.0/4）にグループの RP が適用され
ます。

PIM PR のアドレスを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# pim rp-address ip_address [acl] [bidir]

ip_address 引数は、PIM RP となるルータのユニキャスト IP アドレスです。acl 引数は、RP を使用す
るマルチキャスト グループを指定するアクセス リストの名前または番号です。bidir キーワードを除外
すると、グループは PIM スパース モードで動作するようになります。
（注）

FWSM は、実際の双方向コンフィギュレーションとは関係なく、常に双方向機能を PIM hello メッ
セージ内でアドバタイズします。

指定ルータのプライオリティの設定
DR は、PIM 登録メッセージ、PIM 加入メッセージ、およびプルーニング メッセージの RP への送信を
担当します。ネットワーク セグメントに複数のマルチキャスト ルータがある場合、DR のプライオリ
ティに基づいて DR を選定するプロセスがあります。DR プライオリティが同じ値であるデバイスが複
数存在する場合は、IP アドレスが最も高いデバイスが代表ルータになります。
デフォルトでは、FWSM の DR プライオリティは 1 です。次のコマンドを入力して、この値を変更で
きます。
hostname(config-if)# pim dr-priority num

num 引数は 1 ～ 4294967294 の任意の数字にできます。

PIM Register メッセージのフィルタリング
PIM Register メッセージをフィルタリングするように FWSM を設定できます。PIM Register メッセー
ジをフィルタリングするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# pim accept-register {list acl | route-map map-name}

PIM メッセージ間隔の設定
ルータ クエリー メッセージは、PIM DR の選択に使用されます。PIM DR は、ルータ クエリー メッ
セージを送信します。デフォルトでは、ルータ クエリー メッセージは 30 秒間隔で送信されます。次の
コマンドを入力して、この値を変更できます。
hostname(config-if)# pim hello-interval seconds

seconds 引数の有効な値は 1 ～ 3600 秒です。
FWSM は 60 秒ごとに PIM ジョイン /Prune メッセージを送信します。この値を変更するには、次のコ
マンドを入力します。
hostname(config-if)# pim join-prune-interval seconds

seconds 引数の有効な値は 10 ～ 600 秒です。
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マルチキャスト ルーティングの詳細について
次の Internet Engineering Task Force（IETF）による RFC には、SMR 機能を実装するための、IGMP
規格およびマルチキャスト ルーティング規格に関する技術的な詳細が示されています。

• RFC 2236 IGMPv2
• RFC 2362 PIM-SM
• RFC 2588 IP マルチキャストとファイアウォール
• RFC 2113 IP ルータ アラート オプション
• IETF draft-ietf-idmr-igmp-proxy-01.txt
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IPv6 の設定
この章では、FWSM で IPv6 をイネーブルにして設定する方法について説明します。IPv6 はルーテッ
ド ファイアウォール モードでだけ使用できます。
この章では、次の内容について説明します。

• 「IPv6 対応コマンド」（P.10-1）
• 「インターフェイス上での IPv6 の設定」（P.10-2）
• 「インターフェイス上でのデュアル IP スタックの設定」（P.10-4）
• 「IPv6 重複アドレス検出の設定」（P.10-4）
• 「IPv6 デフォルト / スタティック ルートの設定」（P.10-5）
• 「IPv6 アクセス リストの設定」（P.10-5）
• 「IPv6 ネイバー探索の設定」（P.10-6）
• 「スタティック IPv6 ネイバーの設定」（P.10-10）
• 「IPv6 コンフィギュレーションの確認」（P.10-11）

IPv6 の設定例については、「例 4：IPv6 の設定例」（P.B-13）を参照してください。

IPv6 対応コマンド
IPv6 アドレスを受け付けて表示できる FWSM コマンドは次のとおりです。
• capture
• configure
• copy
• http
• name
• object-group
• ping
• show conn
• show local-host
• show tcpstat
• ssh
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• telnet
• tftp-server
• who
• write

（注）

フェールオーバーは IPv6 をサポートしません。ipv6 address コマンドは、フェールオーバー コンフィ
ギュレーションのスタンバイ アドレスの設定をサポートしません。failover interface ip コマンドは、
フェールオーバー インターフェイスおよびステートフル フェールオーバー インターフェイスでの IPv6
アドレスの使用をサポートしません。

IPv6 対応コマンドに IPv6 アドレスを入力する場合、ping fe80::2e0:b6ff:fe01:3b7a など IPv6 の標
準表記法で入力します。FWSM は、IPv6 アドレスを正しく認識し、処理します。ただし、次の場合
は、IPv6 アドレスを角カッコ（[ ]）で囲む必要があります。
• 次のように、アドレスと一緒にポート番号を指定する必要がある場合。
[fe80::2e0:b6ff:fe01:3b7a]:8080

• write net コマンドや config net コマンドのように、コマンドで区切り記号としてコロンを使用す
る場合。次に例を示します。
configure net [fe80::2e0:b6ff:fe01:3b7a]:/tftp/config/pixconfig

次のコマンドは、IPv6 で動作するように変更されました。

• debug
• fragment
• ip verify
• mtu
• icmp（ipv6 icmp と入力されます）
次のインスペクション エンジンは IPv6 に対応しています。

• ICMP
• TCP
• UDP

インターフェイス上での IPv6 の設定
少なくとも、各インターフェイスに IPv6 リンクローカル アドレスを設定する必要があります。イン
ターフェイスにサイトローカル アドレスとグローバル アドレスを追加することもできます。

（注）

FWSM は IPv6 エニキャスト アドレスをサポートしません。
1 つのインターフェイスに IPv6 アドレスと IPv4 アドレスの両方を設定できます。

（注）
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複数のコンテキスト（共有 VLAN）で使用されているインターフェイスに IPv6 を設定することはでき
ません。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 10 章

IPv6 の設定
インターフェイス上での IPv6 の設定

インターフェイス上で IPv6 を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

IPv6 アドレスを設定するインターフェイスでインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。
hostname(config)# interface interface_name

ステップ 2

インターフェイスの IPv6 アドレスを設定します。1 つのインターフェイスに、IPv6 リンクローカル、
サイトローカル、グローバル アドレスなど複数の IPv6 アドレスを割り当てることができます。ただ
し、少なくとも、リンクローカル アドレスを設定する必要があります。
インターフェイスに IPv6 アドレスを設定する方法はいくつかあります。次の中から、ニーズに合った
方法を選択してください。

• 最も簡単な方法は、インターフェイス上でステートレス自動設定をイネーブルにする方法です。イ
ンターフェイスでステートレスな自動設定をイネーブルにすると、ルータ アドバタイズメント
メッセージで受信したプレフィクスに基づいて IPv6 アドレスが設定されます。ステートレスな自
動設定がイネーブルになっている場合、インターフェイスのリンクローカル アドレスは、
Modified EUI-64 インターフェイス ID に基づいて自動的に生成されます。ステートレス自動設定
をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 address autoconfig

• インターフェイスにリンクローカル アドレスだけを設定し、他の IPv6 アドレスを割り当てる予定
がない場合、リンクローカル アドレスを手動で定義するか、インターフェイス MAC アドレス（修
正 EUI-64 形式）に基づいて生成できます。
リンクローカル アドレスを手動で指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 address ipv6-address link-local

次のコマンドを入力して、インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにし、インターフェイス MAC ア
ドレスに基づく修正 EUI-64 インターフェイス ID を使用してリンクローカル アドレスを自動生成しま
す。
hostname(config-if)# ipv6 enable

（注）

インターフェイス上に他の ipv6 address コマンドを入力する場合、ipv6 enable コマンドを使
用する必要はありません。IPv6 アドレスをインターフェイスに割り当てると同時に、IPv6 対
応は自動的にイネーブルになります。

• インターフェイスにサイトローカル アドレスまたはグローバル アドレスを割り当てます。サイト
ローカル アドレスまたはグローバル アドレスを割り当てると、リンクローカル アドレスが自動生
成されます。インターフェイスにサイトローカル アドレスまたはグローバル アドレスを追加する
には、次のコマンドを入力します。アドレスの下位 64 ビットに Modified EUI-64 インターフェイ
ス ID を使用する場合は、オプションの eui-64 キーワードを使用します。
hostname(config-if)# ipv6 address ipv6-address [eui-64]

ステップ 3

（任意）インターフェイス上でルータ アドバタイズメント メッセージをディセーブルにします。デフォ
ルトでは、ルータ アドバタイズメント メッセージは、ルータ送信要求メッセージへの応答として自動
的に送信されます。FWSM で IPv6 プレフィクスを提供しないインターフェイス上において（外部イン
ターフェイスなど）、ルータ アドバタイズメント メッセージをディセーブルにできます。
インターフェイス上でルータ アドバタイズメント メッセージをディセーブルにするには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd suppress-ra
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インターフェイスに適用する IPv6 アドレスの例については、「例 4：IPv6 の設定例」（P.B-13）を参照
してください。

インターフェイス上でのデュアル IP スタックの設定
FWSM では、1 つのインターフェイスに IPv6 と IPv4 の両方を設定できます。そのために特別なコマ
ンドを入力する必要はありません。単純に、IPv4 コンフィギュレーション コマンドと IPv6 コンフィ
ギュレーション コマンドを通常と同じように入力します。IPv4 と IPv6 の両方に対して、デフォルト
ルートを設定する必要があります。

IPv6 重複アドレス検出の設定
ステートレス自動設定プロセスにおいて、重複アドレス検出機能は、新規のユニキャスト IPv6 アドレ
スがインターフェイスに割り当てられる前に、その一意性を検証します（重複アドレス検出が実行され
ている間、新規アドレスは一時ステートのままです）。重複アドレス検出は、最初に新しいリンクロー
カル アドレスに対して行われます。リンクローカル アドレスが一意であることが確認されたら、イン
ターフェイス上の他のすべての IPv6 ユニキャスト アドレスに対して重複アドレス検出を実行します。
重複アドレス検出は、管理上ダウンしているインターフェイスでは停止します。インターフェイスが管
理上ダウンしている間、そのインターフェイスに割り当てられたユニキャスト IPv6 アドレスは保留状
態に設定されます。管理上アップ状態に復帰したインターフェイスでは、重複アドレス検出がインター
フェイス上のすべてのユニキャスト IPv6 アドレスに対して再開されます。
重複アドレスが識別されると、アドレスのステートは「DUPLICATE」に設定され、そのアドレスは使
用されません。重複アドレスがインターフェイスのリンクローカル アドレスである場合、インター
フェイス上での IPv6 パケットの処理はディセーブルになり、エラー メッセージが発行されます。重複
アドレスがインターフェイスのグローバル アドレスである場合、そのアドレスは使用されず、エラー
メッセージが発行されます。ただし、その重複アドレスに関連付けられたすべてのコンフィギュレー
ション コマンドは、アドレスの状態が DUPLICATE に設定されている間、設定されたままになりま
す。
インターフェイスのリンクローカル アドレスが変更された場合、新しいリンクローカル アドレスで重
複アドレス検出が実行され、インターフェイスに関連付けられた他のすべての IPv6 アドレスが再生成
されます（重複アドレス検出は新規のリンクローカル アドレスでのみ実行されます）。

FWSM は、ネイバー送信要求メッセージを使用して重複アドレス検出を実行します。デフォルトでは、
インターフェイスが重複アドレス検出を行う回数は 1 回です。
重複アドレス検出の試行回数を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd dad attempts value

value 引数には、0 ～ 600 の任意の値を指定できます。value 引数を 0 に設定すると、インターフェイ
スの重複アドレス検出がディセーブルになります。
複数の重複アドレス検出試行を送信するようにインターフェイスを設定する場合は、ipv6 nd
ns-interval コマンドを使用してネイバー送信要求メッセージの送信間隔を設定できます。このメッ
セージは、デフォルトでは 1000 ミリ秒間に 1 回送信されます。
ネイバー送信要求メッセージの間隔を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd ns-interval value
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value 引数には、1000 ～ 3600000 ミリ秒の値を指定できます。
（注）

この値を変更すると、重複アドレス検出で使用されるものだけでなく、インターフェイスで送信される
すべてのネイバー送信要求メッセージで変更されます。

IPv6 デフォルト / スタティック ルートの設定
IPv6 ユニキャスト ルーティングは常にイネーブルです。インターフェイスで IPv6 がイネーブルになっ
ていて、アクセス リストが IPv6 トラフィックを許可すれば、 FWSM はインターフェイス間でトラ
フィックをルーティングします。ipv6 route コマンドを使用して、デフォルト ルートおよびスタ
ティック ルートを追加できます。

IPv6 デフォルト ルートおよびスタティック ルートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

デフォルト ルートを追加するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# ipv6 route interface_name ::/0 next_hop_ipv6_addr

アドレス ::/0 は、IPv6 で「any」と同じです。
ステップ 2

（任意）IPv6 スタティック ルートを定義します。IPv6 スタティック ルートを IPv6 ルーティング テー
ブルに追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config)# ipv6 route if_name destination next_hop_ipv6_addr [admin_distance]

（注）

ipv6 route コマンドは、IPv4 スタティック ルートを定義するための route コマンドと同じ役割を果た
します。

デフォルト ルートを設定するための ipv6 route コマンドの例については、「例 4：IPv6 の設定例」
（P.B-13）を参照してください。

IPv6 アクセス リストの設定
IPv6 アクセス リストの設定は、IPv6 アドレスを扱う点が異なるだけで、IPv4 アクセス リストの設定
とほぼ同じです。
IPv6 アクセス リストを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

アクセス エントリを作成します。アクセス リストを作成するには、ipv6 access-list コマンドを使用し
てアクセス リストのエントリを作成します。このコマンドには ICMP トラフィック専用のアクセス リ
スト エントリを作成するための形式と、他のすべてのタイプの IP トラフィックのアクセス リスト エ
ントリを作成するための形式という 2 つの形式があり、どちらかを選択します。

• ICMP トラフィック専用の IPv6 アクセス リスト エントリを作成するには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config)# ipv6 access-list id [line num] {permit | deny} icmp source
destination [icmp_type]
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• IPv6 アクセス リスト エントリを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# ipv6 access-list id [line num] {permit | deny} protocol source
[src_port] destination [dst_port]

次に、ipv6 access-list コマンドの引数について説明します。

• id：アクセス リストの名前です。アクセス リストに複数のエントリを入力する場合、各コマンド
に同じ id を使用します。
• line num：アクセス リストにエントリを追加するときに、エントリを表示するリスト内の行番号を
指定できます。

• permit | deny：指定トラフィックをブロックするか通過させるかを決定します。
• icmp：アクセス リスト エントリを ICMP トラフィックに適用することを示します。
• protocol：アクセス リスト エントリで制御するトラフィックを指定します。IP プロトコルの名前
（ip、tcp、または udp）または数字（1 ～ 254）を指定できます。object-group grp_id を使用して
プロトコル オブジェクト グループを指定することもできます。

• source および destination：トラフィックの送信元または宛先を指定します。送信元または宛先に
は、アドレス範囲を示す prefix/length 形式の IPv6 プレフィクス、任意のアドレスを指定するキー
ワード any、または host host_ipv6_addr によって指定された特定ホストを指定できます。
• src_port および dst_port：送信元ポートと宛先ポート（またはサービス）の引数です。演算子（lt
（より小さい）、gt（より大きい）、eq（等しい）、neq（等しくない）、range（包括的範囲））のあ
とにスペースとポート番号（または range キーワードをスペースで区切った 2 つのポート番号）を
入力します。

• icmp_type：アクセス ルールでフィルタリングする ICMP メッセージ タイプを指定します。値に
は、有効な ICMP タイプ数（0 ～ 155）、または付録 E「アドレス、プロトコル、およびポート」に
示す ICMP タイプの文字名の 1 つを指定できます。object-group id を使用して ICMP オブジェク
ト グループを指定することもできます。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、アクセス リストをインターフェイスに適用します。
hostname(config)# access-group access_list_name {in | out} interface if_name

IPv6 アクセス リストの例については、「例 4：IPv6 の設定例」（P.B-13）を参照してください。

IPv6 ネイバー探索の設定
IPv6 ネイバー探索プロセスでは ICMPv6 メッセージおよび送信要求ノードのマルチキャスト アドレス
を使用して、同一ネットワーク（ローカル リンク）上のネイバーのリンク層アドレスの特定、ネイ
バーの到達可能性の検証、近接ルータの追跡を行います。
次の事項について説明します。

• 「ネイバー送信要求メッセージの設定」（P.10-7）
• 「ルータ アドバタイズメント メッセージの設定」（P.10-8）
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ネイバー送信要求メッセージの設定
ローカル リンク上にある他のノードのリンク層アドレスを検出するため、ノードからネイバー送信要
求メッセージ（ICMPv6 Type 135）がローカル リンクに送信されます。ネイバー送信要求メッセージ
は送信要求ノード マルチキャスト アドレスに送信されます。ネイバー送信要求メッセージ内の送信元
アドレスは、ネイバー送信要求メッセージを送信したノードの IPv6 アドレスです。ネイバー請求メッ
セージには、送信元ノードのリンク層アドレスも含まれます。
ネイバー送信要求メッセージを受信すると、宛先ノードは、ネイバー アドバタイズメント メッセージ
（ICPMv6 Type 136）をローカル リンク上に送信して応答します。ネイバー アドバタイズメント メッ
セージ内の送信元アドレスは、ネイバー アドバタイズメント メッセージを送信したノードの IPv6 アド
レスです。宛先アドレスは、ネイバー送信要求メッセージを送信したノードの IPv6 アドレスです。ネ
イバー アドバタイズメント メッセージのデータ部分には、ネイバー アドバタイズメント メッセージを
送信するノードのリンク層アドレスが含まれます。
送信元ノードがネイバー アドバタイズメントを受信すると、送信元ノードと宛先ノードが通信できる
ようになります。図 10-1 にネイバー送信要求と応答のプロセスを示します。
図 10-1

IPv6 ネイバー探索：ネイバー請求メッセージ
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ネイバー請求メッセージは、ネイバーのリンク層アドレスが識別された後に、ネイバーの到達可能性の
確認にも使用されます。ノードがネイバーの到達可能性を確認するときに、ネイバー請求メッセージの
宛先アドレスは、ネイバーのユニキャスト アドレスです。
ネイバー アドバタイズメント メッセージは、ローカル リンク上のノードのリンク層アドレスが変更さ
れたときにも送信されます。このような変更がある場合、ネイバー アドバタイズメントの宛先アドレ
スは全ノード マルチキャスト アドレスです。
ネイバー送信要求メッセージの間隔とネイバー到達可能時間を、インターフェイス単位で設定できま
す。詳細については、次のトピックを参照してください。

• 「ネイバー送信要求メッセージの送信間隔の設定」（P.10-8）
• 「ネイバー到達可能時間の設定」（P.10-8）
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ネイバー送信要求メッセージの送信間隔の設定
インターフェイスに IPv6 ネイバー送信要求メッセージを再送信する間隔を設定するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd ns-interval value

value 引数の有効値は 1,000 ～ 3,600,000 ミリ秒です。デフォルト値は、1000 ミリ秒です。
この設定は、ルータ アドバタイズメント メッセージでも送信されます。

ネイバー到達可能時間の設定
ネイバー到達可能時間を設定すると、使用できないネイバーを検出できます。設定時間を短くすると、
使用不可能なネイバーをさらに迅速に検出できます。ただし、時間を短くすると、すべての IPv6 ネッ
トワーク デバイスで IPv6 ネットワーク帯域幅および処理リソースの消費量が増えます。通常の IPv6
の運用では、あまり短い時間の設定は推奨できません。
到達可能性確認イベントが発生した後でリモートの IPv6 ノードを到達可能と見なす時間を設定するに
は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd reachable-time value

value 引数の有効値は 0 ～ 3,600,000 ミリ秒です。デフォルト値は 0 です。
この情報は、ルータ アドバタイズメント メッセージでも送信されます。

ルータ アドバタイズメント メッセージの設定
ルータ アドバタイズメント メッセージ（ICMPv6 Type 134）は、FWSM の各 IPv6 対応インターフェ
イスに定期的に送信されます。ルータ アドバタイズメント メッセージは All-Nodes マルチキャスト ア
ドレスに送信されます。
IPv6 ネイバー探索：ルータ アドバタイズメント メッセージ
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図 10-2

ルータ アドバタイズメント メッセージには、通常、次の情報が含まれています。

• ローカル リンク上のノードが IPv6 アドレスを自動設定するために使用できる 1 つ以上の IPv6 プ
レフィクス。

• アドバタイズメントに含まれるプレフィクスごとのライフタイム情報。
• 実行できる自動設定のタイプを示すフラグのセット（ステートレスまたはステートフル）。
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• デフォルト ルータ情報（アドバタイズメントを送信するルータをデフォルト ルータとして使用す
る必要があるかどうか、デフォルト ルータであれば、そのルータをデフォルト ルータとして使用
する秒単位の時間）。

• ホストに関する追加情報。たとえば、ホストから発信するパケットで使用するホップ制限や MTU
など。

• 特定のリンク上でのネイバー送信要求メッセージの再送信間隔。
• ノードがネイバーを到達可能と見なす時間。
ルータ アドバタイズメントもルータ送信要求メッセージに応答して送信されます（ICMPv6 Type
133）。ルータ送信要求メッセージは、ホストからシステムの起動時に送信されるため、ホストは、次
にスケジュールされているルータ アドバタイズメント メッセージを待つことなくただちに自動設定を
行うことができます。ルータ送信要求メッセージは、通常はシステムの起動時にホストから送信され、
ホストには設定済みのユニキャスト アドレスがないため、ルータ送信要求メッセージ内の送信元アド
レスは通常は未指定 IPv6 アドレスとなります（0:0:0:0:0:0:0:0）。ホストにユニキャスト アドレスが設
定されている場合は、ルータ請求メッセージを送信するインターフェイスのユニキャスト アドレスが、
メッセージで送信元アドレスとして使用されます。ルータ請求メッセージの宛先アドレスは、スコープ
がリンクである全ルータ マルチキャスト アドレスです。ルータ送信要求に応答してルータ アドバタイ
ズメントが送信される場合、ルータ アドバタイズメント メッセージ内の宛先アドレスはルータ送信要
求メッセージの送信元のユニキャスト アドレスです。
次の設定値をルータ アドバタイズメント メッセージに対して設定できます。

• ルータ アドバタイズメント メッセージの定期的な時間間隔。
• ルータのライフタイム値。この値は、IPv6 ノードが FWSM をデフォルト ルータと見なす時間を
示します。

• リンクで使用されている IPv6 ネットワークのプレフィクス。
• ルータ アドバタイズメント メッセージをインターフェイスが送信するかどうか。
特に指定のない限り、ルータ アドバタイズメント メッセージ設定はインターフェイス固有のものであ
り、インターフェイス コンフィギュレーション モードで入力されます。この設定の変更方法について
は、次の項目を参照してください。

• 「ルータ アドバタイズメントの送信間隔の設定」（P.10-9）
• 「ルータ ライフタイム値の設定」（P.10-10）
• 「IPv6 プレフィクスの設定」（P.10-10）
• 「ルータ アドバタイズメント メッセージの抑止」（P.10-10）

ルータ アドバタイズメントの送信間隔の設定
デフォルトでは、ルータ アドバタイズメントは 200 秒ごとに送信されます。インターフェイス上の
ルータ アドバタイズメント送信間隔を変更するには、次のコマンドを入力します。
ipv6 nd ra-interval [msec] value

有効値の範囲は 3 ～ 1,800 秒（msec キーワードを使用する場合は 500 ～ 1,800,000 ミリ秒）です。

FWSM が ipv6 nd ra-lifetime コマンドを使用してデフォルト ルータとして設定されている場合、送信
間隔は IPv6 ルータ アドバタイズメントのライフタイム以内でなければなりません。他の IPv6 ノード
と同期しないようにするには、使用する実際値を必要値の 20 % 以内にランダムに調整します。
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ルータ ライフタイム値の設定
ルータのライフタイム値は、ローカル リンク上のノードが FWSM をリンクのデフォルト ルータと見
なす時間を指定します。
インターフェイス上の IPv6 ルータ アドバタイズメントのルータ ライフタイム値を設定するには、次の
コマンドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd ra-lifetime seconds

有効な値の範囲は、0 ～ 9000 秒です。デフォルトは 1800 秒です。値 0 は、FWSM を選択したイン
ターフェイス上のデフォルト ルータとして見なすべきではないことを示します。

IPv6 プレフィクスの設定
ステートレス自動設定では、ルータ アドバタイズメント メッセージで提供される IPv6 プレフィクスを
使用して、リンクローカル アドレスからグローバル ユニキャスト アドレスを作成します。
どの IPv6 プレフィクスを IPv6 ルータ アドバタイズメントに含めるかを設定するには、次のコマンド
を入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd prefix ipv6-prefix/prefix-length

（注）

ステートレス自動設定が正しく機能するには、ルータ アドバタイズメント メッセージでアドバタイズ
されたプレフィクス長が常に 64 ビットでなければなりません。

ルータ アドバタイズメント メッセージの抑止
デフォルトでは、ルータ アドバタイズメント メッセージは、ルータ送信要求メッセージへの応答とし
て自動的に送信されます。FWSM で IPv6 プレフィクスを提供しないインターフェイス上において（外
部インターフェイスなど）、ルータ アドバタイズメント メッセージをディセーブルにできます。
インターフェイス上で IPv6 ルータ アドバタイズメントを送信しないようにするには、次のコマンドを
入力します。
hostname(config-if)# ipv6 nd suppress-ra

スタティック IPv6 ネイバーの設定
IPv6 ネイバー キャッシュでネイバーを手動で定義できます。IPv6 ネイバー探索プロセスによる学習を
通して、指定された IPv6 アドレスのエントリがネイバー探索キャッシュにすでに存在する場合、エン
トリは自動的にスタティック エントリに変換されます。IPv6 ネイバー探索キャッシュ内のスタティッ
ク エントリがネイバー探索プロセスによって変更されることはありません。

IPv6 ネイバー探索キャッシュにスタティック エントリを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-if)# ipv6 neighbor ipv6_address if_name mac_address

ipv6_address 引数にはネイバーのリンクローカル IPv6 アドレス、if_name 引数にはネイバーを使用可
能にするためのインターフェイス、mac_address 引数にはネイバーインターフェイスの MAC アドレス
を指定します。
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（注）

clear ipv6 neighbors コマンドは IPv6 ネイバー探索キャッシュからスタティック エントリを削除しま
せん。

IPv6 コンフィギュレーションの確認
ここでは、IPv6 コンフィギュレーションを確認する方法について説明します。さまざまな表示コマン
ドを使用して、IPv6 設定を確認できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「IPv6 インターフェイス設定の表示」（P.10-11）
• 「IPv6 ルートの表示」（P.10-12）

IPv6 インターフェイス設定の表示
IPv6 インターフェイス設定を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ipv6 interface [if_name]

「outside」などのインターフェイス名を入れると、指定したインターフェイスの設定が表示されます。
名前をコマンドから除外すると、IPv6 がイネーブルになっているすべてのインターフェイスの設定が
表示されます。コマンドの出力には次の事項が表示されます。

• インターフェイスの名前とステータス
• リンクローカルおよびグローバルなユニキャスト アドレス
• インターフェイスが属するマルチキャスト グループ
• ICMP リダイレクトおよびエラー メッセージの設定
• ネイバー探索の設定
次に、show ipv6 interface コマンドの出力例を示します。
hostname# show ipv6 interface
ipv6interface is down, line protocol is down
IPv6 is enabled, link-local address is fe80::20d:88ff:feee:6a82 [TENTATIVE]
No global unicast address is configured
Joined group address(es):
ff02::1
ff02::1:ffee:6a82
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds

（注）

show interface コマンドは、インターフェイスの IPv4 設定だけを表示します。インターフェイスの
IPv6 コンフィギュレーションを表示するには、show ipv6 interface コマンドを使用します。show
ipv6 interface コマンドは、インターフェイスの IPv4 設定は表示しません（インターフェイス上で両
方が設定されている場合）。
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IPv6 ルートの表示
IPv6 ルーティング テーブルのルートを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show ipv6 route

show ipv6 route コマンドの出力は、IPv4 show route コマンドの出力とほぼ同じです。次の情報を表
示します。

• ルートを導出したプロトコル
• リモート ネットワークの IPv6 プレフィクス
• ルートのアドミニストレーティブ ディスタンスおよびメトリック
• ネクストホップ ルータのアドレス
• ネクストホップ ルータから指定ネットワークに到達するためのインターフェイス
次に、show ipv6 route コマンドの出力例を示します。
hostname# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
L
fe80::/10 [0/0]
via ::, inside
L
fec0::a:0:0:a0a:a70/128 [0/0]
via ::, inside
C
fec0:0:0:a::/64 [0/0]
via ::, inside
L
ff00::/8 [0/0]
via ::, inside
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AAA サーバとローカル データベースの設定
この章では、AAA（
「トリプル エー」と発音）のサポート、および AAA サーバとローカル データ
ベースの設定方法について説明します。
この章では、次の内容について説明します。

• 「AAA の概要」（P.11-1）
• 「AAA サーバおよびローカル データベースのサポート」（P.11-3）
• 「ローカル データベースの設定」（P.11-7）
• 「AAA サーバ グループおよびサーバの識別」（P.11-9）

AAA の概要
AAA によって、FWSM が、ユーザが誰か（認証）、ユーザが何を実行できるか（認可）、およびユーザ
が何を実行したか（アカウンティング）を判別することが可能になります。
AAA には、ユーザ アクセスに対して、アクセス リストだけを使用する場合よりもレベルの高い保護お
よび制御機能が用意されています。たとえば、すべての外部ユーザに対して、内部インターフェイス上
のサーバへの Telnet アクセスを許可するアクセス リストを作成できますが、サーバへのアクセスを一
部のユーザだけに限定する場合で、対象ユーザの IP アドレスが必ずしも明らかでないときには、AAA
をイネーブルにして、認証または許可されたユーザだけに FWSM を通過させることができます
（Telnet サーバもまた、認証を実行します。FWSM は、認可されないユーザがサーバにアクセスできな
いようにします）。
認証は、単独で使用するか、認可およびアカウンティングとともに使用することができます。認可につ
いては、常に最初にユーザが認証されている必要があります。アカウンティングだけで使用すること
も、認証および認可とともに使用することもできます。
マルチセキュリティ コンテキストを使用する場合、コンテキスト単位で別々に AAA を設定できます
が、コンテキスト間で共有することはできません。そのため、アクセス コントロール、リソースとコ
マンドの許可、アカウンティングをコンテキスト間で別々に実行することができます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「認証の概要」（P.11-2）
• 「認可の概要」（P.11-2）
• 「アカウンティングの概要」（P.11-2）
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認証の概要
認証では、有効な証明書（一般にはユーザ名とパスワード）を要求することによって、アクセスを制御
します。次の項目を認証するように、FWSM を設定できます。

• FWSM へのすべての管理接続（この接続には、次のセッションが含まれます）
– Telnet
– SSH
– シリアル コンソール
– ASDM（HTTPS を使用）
– VPN 管理アクセス
• enable コマンド
• ネットワーク アクセス

認可の概要
許可では、ユーザを認証したあと、各ユーザのアクセスを制御できます。次の項目を認可するように、
FWSM を設定できます。

• 管理コマンド
• ネットワーク アクセス
• 管理接続用の VPN アクセス
認可は、認証された個々のユーザが使用できるサービスおよびコマンドを制御します。許可をイネーブ
ルにせずに認証だけを使用する場合、認証されたすべてのユーザに対し、サービスへのアクセスが一様
に提供されます。
認可で提供される制御を必要とする場合は、広範な認証規則を設定してから、詳細な認可を設定できま
す。たとえば、内部ユーザを認証して外部ネットワークの任意サーバにアクセスできるようにしたあ
と、外部サーバへのアクセスを制限して、特定のユーザだけが許可を使用してアクセスできるように設
定することができます。

FWSM はユーザあたり最初の 16 件の認可要求をキャッシュするため、ユーザが現在の認証セッション
中に同じサービスにアクセスした場合、FWSM は認可サーバに要求を再送信しません。

アカウンティングの概要
アカウンティングは、FWSM を通過するトラフィックを追跡して、ユーザ アクティビティを記録でき
るようにします。このようなトラフィックの認証をイネーブルにすると、ユーザごとにトラフィックを
アカウントできます。トラフィックを認証しない場合は、IP アドレスごとにトラフィックをアカウン
トできます。アカウンティング情報には、セッションの開始時刻と終了時刻、ユーザ名、FWSM を通
過するセッションのバイト数、使用されたサービス、および各セッションの継続時間などの情報が含ま
れます。
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AAA サーバおよびローカル データベースのサポート
FWSM は、さまざまな AAA サーバ タイプおよび FWSM に保存されているローカル データベースを
サポートします。ここでは、各 AAA サーバ タイプおよびローカル データベースのサポートについて
説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「サポートの要約」（P.11-3）
• 「RADIUS サーバ サポート」（P.11-4）
• 「TACACS+ サーバのサポート」（P.11-5）
• 「SDI サーバのサポート」（P.11-5）
• 「NT サーバのサポート」（P.11-6）
• 「Kerberos サーバのサポート」（P.11-6）
• 「LDAP サーバのサポート」（P.11-6）
• 「ローカル データベースのサポート」（P.11-6）

サポートの要約
表 11-1 に、各 AAA サービスのサポート状況の要約を AAA サーバ タイプ（ローカル データベースを
含む）別に示します。特定の AAA サーバ タイプのサポートの詳細については、表に続く項目を参照し
てください。
表 11-1

AAA サポートの概要

データベース タイプ
ローカ RADIU
S
ル

TACACS
+
SDI

NT

Kerbero
s

LDAP

VPN ユーザ1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

ファイアウォール
セッション

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

管理者

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

AAA サービス
認証 ..

許可 ..

VPN ユーザ 1

2

ファイアウォール
セッション

No

Yes

管理者

Yes3

No

Yes

No

No

No

No

VPN 接続 1

No

Yes

Yes

No

No

No

No

ファイアウォール
セッション

No

Yes

Yes

No

No

No

No

管理者

No

No

Yes

No

No

No

No

アカウンティング ..

1. VPN は管理接続の場合だけ、利用できます。
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2. ファイアウォール セッションの場合、RADIUS 認可はユーザ固有のアクセス リストだけでサポート
されます。このアクセス リストは RADIUS 認証応答で受信または指定されます。
3. ローカル コマンド認可は、権限レベルだけによってサポートされます。

RADIUS サーバ サポート
FWSM は RADIUS サーバをサポートします。
次の事項について説明します。

• 「認証方式」（P.11-4）
• 「属性のサポート」（P.11-4）
• 「TACACS+ サーバのサポート」（P.11-5）

認証方式
FWSM は、RADIUS で次の認証方法をサポートします。
• PAP
• CHAP
• MS-CHAPv1
• MS-CHAPv2

MS-CHAPv2 は、RADIUS サーバと Windows Active Directory サーバの通信時におけるパスワー
ド管理をサポートします。パスワードが期限切れになると、パスワードを変更するように求められ
ます（auth-prompt コマンドを参照）。

属性のサポート
FWSM は、次の RADIUS 属性のセットをサポートします。
• RFC 2138 に定義されている認証属性
• RFC 2139 に定義されているアカウンティング属性
• RFC 2868 に定義されているトンネル プロトコル サポート用の RADIUS 属性
• RADIUS ベンダー ID 9 によって識別される Cisco IOS VSA
• RADIUS ベンダー ID 3076 によって識別される Cisco VPN 関連 VSA
• RFC 2548 に定義されている Microsoft VSA

RADIUS 許可の機能
FWSM では RADIUS サーバを使用して、ダイナミック アクセス リストまたはユーザごとのアクセス
リスト名を使用するネットワーク アクセスに対して、ユーザ認可を実行できます。ダイナミック アク
セス リストを実装するには、これをサポートするように RADIUS サーバを設定する必要があります。
ユーザが認証されると、RADIUS サーバからセキュリティ アプライアンスにダウンロード可能なアク
セス リストまたはアクセス リスト名が送信されます。所定のサービスへのアクセスがアクセス リスト
によって許可または拒否されます。認証セッションがタイムアウトになると、このアクセス リストは
セキュリティ アプライアンスから削除されます。
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TACACS+ サーバのサポート
セキュリティ アプライアンスは、ASCII、PAP、CHAP、MS-CHAPv1 を使用して TACACS+ 認証を
サポートします。

SDI サーバのサポート
FWSM では、RSA SecureID サーバを VPN 認証に使用できます。このサーバは、SDI サーバとして知
られています。ユーザが VPN アクセスの確立を試み、適用可能なトンネル グループ レコードが SDI
認証サーバ グループを指定する場合、FWSM は SDI サーバにユーザ名と One Time Password（OTP;
ワンタイム パスワード）を送信し、サーバからの応答に基づいてユーザのアクセスを認可または拒否
します。
次の事項について説明します。

• 「SDI バージョンのサポート」（P.11-5）
• 「2 ステップ認証プロセス」（P.11-5）
• 「SDI プライマリ サーバとレプリカ サーバ」（P.11-5）

SDI バージョンのサポート
FWSM は、次の SDI バージョンをサポートします。
• バージョン 5.0 以前のバージョン：バージョン 5.0 以前の SDI バージョンでは、単一ノード シーク
レット ファイル（SECURID）を共有する SDI マスター サーバおよび SDI スレーブ サーバの概念
を使用します。

• バージョン 5.0：SDI バージョン 5.0 では、SDI プライマリ サーバおよび SDI レプリカ サーバの
概念を使用します。各プライマリおよびそのレプリカは、単一ノード シークレット ファイルを共
有します。そのノード シークレット ファイルの名前は、.sdi が付加された ACE/ サーバ IP アドレ
スの 16 進数値に基づきます。

FWSM 上で設定されたバージョン 5.0 の SDI サーバは、プライマリ サーバにも、レプリカ サーバ
のいずれにもすることができます。ユーザ認証のための SDI エージェントによるサーバの選択方
法の詳細については、「SDI プライマリ サーバとレプリカ サーバ」（P.11-5）を参照してください。

2 ステップ認証プロセス
SDI バージョン 5.0 は、2 段階のプロセスを使用して、侵入者が RSA SecurID 認証要求からの情報を得
て別のサーバへの認証に使用するのを防ぎます。ユーザ認証要求を送信する前に、SDI エージェントは
まず、SecurID サーバへのロック要求を送信します。サーバはユーザ名をロックして、別の（レプリ
カ）サーバがユーザ名を受信できないようにします。そのため、同じユーザが同じ認証サーバを同時に
使用して、2 台の FWSM に認証することができなくなります。ユーザ名のロックに成功すると、
FWSM はパスコードを送信します。

SDI プライマリ サーバとレプリカ サーバ
FWSM は、最初のユーザが設定済みサーバ（プライマリでもレプリカでもかまいません）に認証を証
明するときに、サーバ リストを取得します。次に、FWSM はリスト上の各サーバにプライオリティを
割り当て、その後のサーバ選択では、この割り当てられたプライオリティのサーバから無作為に抽出し
ます。最もプライオリティの高いサーバが選択される可能性が高くなります。
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NT サーバのサポート
FWSM は、NTLM バージョン 1 をサポートする Microsoft Windows サーバ オペレーティング システ
ムで、VPN ベースの管理接続の認証をサポートします。Microsoft Windows サーバはまとめて NT
サーバと呼びます。ユーザが VPN アクセスの確立を試み、適用可能なトンネル グループ レコードが
NT 認証サーバ グループを指定する場合、FWSM は、Microsoft Windows ドメイン サーバでユーザ認
証に NTLM バージョン 1 を使用します。FWSM は、ドメイン サーバからの応答に基づいてユーザの
アクセスを認可または拒否します。

（注）

NT サーバでは、ユーザ パスワードの最大長は 14 文字です。15 文字めからは切り捨てられます。これ
は、NTLM バージョン 1 の制限事項です。

Kerberos サーバのサポート
FWSM は、VPN ベースの管理接続に Kerberos サーバを使用できます。ユーザが VPN アクセスの確立
を試み、トラフィックが認証ステートメントと一致すると、FWSM は Kerberos サーバを使用してユー
ザ認証を照合し、サーバからの応答に基づいてユーザのネットワーク アクセスを認可または拒否しま
す。
FWSM は、3DES、DES、および RC4 暗号タイプをサポートしています。
（注）

FWSM は、トンネル ネゴシエーション中のユーザ パスワードの変更はサポートしていません。この状
況が意図せずに発生することを回避するために、FWSM に接続するユーザの Kerberos/Active
Directory サーバでのパスワード期限切れをディセーブルにします。

LDAP サーバのサポート
FWSM は、VPN ベースの管理接続に LDAP サーバを使用できます。VPN アクセスのユーザ認証が成
功し、適用可能なトンネル グループ レコードが LDAP 許可サーバ グループを指定すると、FWSM は
LDAP サーバに照会し、許可が受信された VPN セッションに適用されます。

ローカル データベースのサポート
FWSM は、ユーザ プロファイルを取り込むことができるローカル データベースを管理します。
次の事項について説明します。

• 「ユーザ プロファイル」（P.11-6）
• 「フォールバック サポート」（P.11-7）

ユーザ プロファイル
ユーザ プロファイルには、少なくともユーザ名が含まれます。通常、パスワードはオプションですが、
各ユーザ名にパスワードが割り当てられます。

username attributes コマンドを使用すると、username モードを開始できます。このモードでは、別
の情報を特定のユーザ プロファイルに追加できます。追加可能な情報には、VPN 関連属性（VPN セッ
ション タイムアウト値など）が含まれます。
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フォールバック サポート
ネットワーク アクセス認証のフォールバックは別として、ローカル データベースは 表 11-1 に記載さ
れた機能のフォールバック方式として動作します。この動作は、FWSM から誤ってロックアウトされ
ないようにすることを意図しています。
フォールバック サポートを必要とするユーザでは、ローカル データベース内のユーザ名とパスワード
と AAA サーバ内のユーザ名とパスワードを一致させることをお勧めします。これにより、トランスペ
アレント フォールバック サポートが提供されます。ユーザは、AAA サーバとローカル データベース
のどちらがサービスを提供しているかが判別できないので、ローカル データベースのユーザ名および
パスワードとは異なるユーザ名およびパスワードを AAA サーバで使用することは、指定するべきユー
ザ名とパスワードをユーザが確信できないことを意味します。
ローカル データベースでサポートされているフォールバック機能は次のとおりです。

• コンソールおよびイネーブル パスワードの認証：aaa authentication console コマンドを使用する
場合、AAA サーバ グループ タグのあとに LOCAL キーワードを追加できます。すべてのグルー
プのサーバが利用できない場合、FWSM は、ローカル データベースを使用して管理アクセスを認
証します。これにもイネーブル パスワードの認証を含めることができます。

• コマンドの許可：aaa authorization command コマンドを使用する場合、AAA サーバ グループ
タグのあとに LOCAL キーワードを追加できます。すべてのグループの TACACS+ サーバが利用
できない場合、ローカル データベースを使用して、イネーブル レベルに基づいてコマンドを許可
します。

• VPN 認証および許可：VPN サービスを正常にサポートするはずの AAA サーバを利用できない場
合、VPN 認証および許可がサポートされ、FWSM へのリモート アクセスがイネーブルになりま
す。authentication-server-group コマンド（トンネルグループ一般属性モードで使用可能）を使
用すると、トンネル グループの属性を設定するときに、LOCAL キーワードが指定できます。管
理者の VPN クライアントが、ローカル データベースへのフォールバックに設定されたトンネル グ
ループを指定する場合、AAA サーバ グループを利用できなくても、ローカル データベースに必要
な属性が設定されていれば、VPN トンネルを確立できます。

ローカル データベースの設定
ここでは、ローカル データベース内のユーザの管理方法について説明します。ローカル データベース
は、CLI アクセス認証、特権モード認証、コマンド認可、ネットワーク アクセス認証、および VPN 認
証および認可に使用できます。ローカル データベースはネットワーク アクセス認可には使用できませ
ん。ローカル データベースはアカウンティングをサポートしません。
システム実行スペースでは、username コマンドを入力できません。ただし、システムで login コマン
ドを使用するか、スイッチから FWSM へのセッションを開始するときに Telnet 認証を使用する場合
は、FWSM では管理コンテキストのユーザ名のデータベースが使用されます（管理コンテキストでは、
システム実行スペースの Telnet 認証も設定されます）。

注意

CLI へのアクセスが許可され、イネーブル モードの使用が許可されないユーザをローカル データ
ベースに追加する場合は、コマンド許可をイネーブルにします （「ローカル コマンド認可の設定」
（P.23-16）を参照）。コマンド許可を使用しない場合、イネーブル レベルが 2 以上（2 はデフォルト
値）のユーザは、個人のパスワードを使用して CLI のイネーブル モード（およびすべてのコマン
ド）にアクセスできます。別の方法としては、RADIUS または TACACS+ 認証を使用してユーザ
が login コマンドを使用できないように設定するか、またはすべてのローカル ユーザをレベル 1 に
設定してから、システム イネーブル パスワードを使用してイネーブル モードにアクセスできる
ユーザを制御します。
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ローカル データベースにユーザ アカウントを定義するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ユーザ アカウントを作成します。そのためには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# username username {nopassword | password password} [privilege level]

オプションは次のとおりです。

• username：4 ～ 64 文字の長さの文字列を指定します。
• password password：3 ～ 16 文字の長さの文字列を指定します。
• privilege level：新しいユーザ アカウントに割り当てるイネーブル レベル（0 ～ 15）を指定しま
す。デフォルトは 2 です。この特権レベルは、コマンド認可で使用されます。
• nopassword：パスワードを使用しないユーザ アカウントを作成します。
通常、encrypted キーワードは表示専用です。username コマンド内のパスワードを定義すると、
FWSM はセキュリティを維持するため、そのパスワードをコンフィギュレーションに保存するときに
暗号化します。show running-config コマンドを入力すると、username コマンドでは実際のパスワー
ドは示されません。暗号化されたパスワードとそれに続けて encrypted キーワードが示されます。た
とえば、test というパスワードを入力した場合、show running-config の画面には次のように表示され
ます。
username pat password DLaUiAX3l78qgoB5c7iVNw== nt-encrypted

ステップ 2

VPN 属性を持ったローカル ユーザ アカウントを定義する手順は、次のとおりです。
a. 次のコマンドを入力します。
hostname(config)# username username attributes

username attributes コマンドを入力すると、username モードが開始されます。このモードで利用
できるコマンドは、次のとおりです。
• group-lock
• password-storage
• vpn-access-hours
• vpn-filter
• vpn-framed-ip-address
• vpn-group-policy
• vpn-idle-timeout
• vpn-session-timeout
• vpn-simultaneous-logins
• vpn-tunnel-protocol
このコマンドを必要に応じて使用して、ユーザ プロファイルを設定してください。これらのコマ
ンドの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』を参照してください。

b. ユーザ プロファイルの設定を終了する場合、exit を入力してコンフィギュレーション モードに戻
ります。

次に、admin ユーザのアカウントにイネーブル レベル 15 を割り当てる例を示します。
hostname(config)# username admin password passw0rd privilege 15
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次のコマンドは、パスワードを指定しないユーザ アカウントを作成します。
hostname(config)# username bcham34 nopassword

次のコマンドはパスワードのあるユーザ アカウントを作成し、username モードを開始し、2 ～ 3 の
VPN 属性を指定します。
hostname(config)# username
hostname(config)# username
hostname(config-username)#
hostname(config-username)#
hostname(config-username)#

user1 password gOgeOus
user1 attributes
vpn-tunnel-protocol IPSec
vpn-simultaneous-logins 6
exit

AAA サーバ グループおよびサーバの識別
認証、認可、またはアカウンティングに外部 AAA サーバを使用する場合は、まず AAA プロトコルあ
たり少なくとも 1 つの AAA サーバ グループを作成して、各グループに 1 つ以上のサーバを追加する必
要があります。AAA サーバ グループは名前で識別されます。各サーバ グループは、Kerberos、
LDAP、NT、RADIUS、SDI、または TACACS+ というサーバの 1 つのタイプ専用となります。

FWSM は、グループ内の最初のサーバと通信します。最初のサーバが使用できない場合、FWSM はグ
ループ内の次のサーバ（設定されている場合）と通信します。グループ内のすべてのサーバが使用でき
ない場合、FWSM は、ローカル データベースがフォールバック方式として設定されていると、ローカ
ル データベースに接続しようとします（管理認証および認可限定）。フォールバック方式として設定さ
れていない場合、FWSM は引き続き AAA サーバにアクセスしようとします。
サーバ グループを作成して、AAA サーバを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

作成する必要のある各 AAA サーバ グループには、次の手順を実行します。

a. 次のコマンドを入力して、サーバ グループ名およびプロトコルを識別します。
hostname(config)# aaa-server server_group protocol {kerberos | ldap | nt | radius |
sdi | tacacs+}

たとえば、RADIUS を使用してネットワーク アクセスを認証し、TACACS+ を使用して CLI アク
セスを認証するには、RADIUS サーバ用に 1 つ、TACACS+ サーバ用に 1 つというように、最低
2 つのサーバ グループを作成する必要があります。
シングルモードの場合は最大 15 個の AAA サーバ グループを使用でき、マルチモードの場合は各
コンテキストで最大 4 個のサーバ グループを使用できます。各グループには、シングル モードで
最大 16 台のサーバ、マルチ モードでは 4 台のサーバを含めることができます。

aaa-server コマンドを入力すると、グループ モードが開始されます。
b. 次のサーバに移行する前に、グループ内の 1 つの AAA サーバに送信する要求の最大数を指定する
には、次のコマンドを入力します。
hostname(config-aaa-server-group)# max-failed-attempts number

number の範囲は、1 ～ 5 です。デフォルト値は 3 です。
ローカル データベースを使用してフォールバック方式を設定し（管理アクセスだけの場合は、「シ
ステム管理者用の AAA」（P.23-10）および 「TACACS+ コマンド許可の設定」（P.23-20）を参照
してフォールバック メカニズムを設定）、グループ内のすべてのサーバが応答できなかった場合、
グループは非応答と見なされ、フォールバック方式が試行されます。サーバ グループで、追加の
AAA 要求によるアクセスがない、非応答と見なされる時間が 10 分間（デフォルト）続いたら、た
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だちにフォールバック方式が使用されます。この後もサーバがアクセス可能かどうかに関係なく、
サーバ グループには up マークが付けられます。応答不可の時間をデフォルト以外に変更する場合
は、次の reactivation-mode コマンドを参照してください。
フォールバック方式として設定されていない場合、FWSM は引き続きグループ内のサーバにアク
セスしようとします。

c. グループ内の失敗したサーバを再開する方法（再開ポリシー）を指定するには、
reactivation-mode コマンドを使用します。このコマンドの詳細については、『Catalyst 6500
Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参
照してください。

d. アカウンティング メッセージを単一 サーバに送信するか（シングルモード）、グループ内のすべて
のサーバに送信するか（Simultaneous モード）を指定する場合、accounting-mode コマンドを使
用します。このコマンドの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series
Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。
ステップ 2

使用するネットワークの各 AAA サーバの場合、手順は次のとおりです。

a. 次のコマンドを入力して、AAA サーバが所属する AAA サーバ グループを含め、サーバを識別し
ます。
hostname(config)# aaa-server server_tag [(interface_name)] host server_ip [key]
[timeout seconds]

aaa-server host コマンドを入力すると、AAA サーバのホスト コンフィギュレーション モードが
開始されます。

b. 必要に応じて、ホスト モード コマンドを使用して、さらに AAA サーバを設定します。
ホスト モードでのコマンドは、すべての AAA サーバ タイプに適用されるわけではありません。
表 11-2 に、使用できるコマンド、適用されるサーバ タイプ、新しい AAA サーバ定義にコマンド
のデフォルト値があるかどうかを示します。指定したサーバ タイプにコマンドを適用でき、デ
フォルト値がない（「—」で表示）場合、次のコマンドを使用して値を指定します。これらのコマ
ンドの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』を参照してください。
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表 11-2

ホスト モード コマンド、サーバ タイプ、およびデフォルト

コマンド

適用可能な AAA サーバ タ
イプ

デフォルト値

accounting-port

RADIUS

1646

authentication-port

RADIUS

1645

kerberos-realm

Kerberos

—

key

RADIUS

—

TACACS+

—

ldap-base-dn

LDAP

—

ldap-login-dn

LDAP

—

ldap-login-password

LDAP

—

ldap-naming-attribute

LDAP

—

ldap-scope

LDAP

—

nt-auth-domain-controller NT

—

radius-common-pw

RADIUS

—

retry-interval

Kerberos

10 秒

RADIUS
sdi-pre-5-slave

SDI

10 秒
—

sdi-version

SDI

sdi-5

server-port

Kerberos

88

LDAP

389

NT

139

SDI

5500

TACACS+

49

All

10 秒

timeout

たとえば、プライマリ サーバとバックアップ サーバを 1 つずつ指定した 1 つの TACACS+ グループ、
単一サーバを指定した 1 つの RADIUS グループ、1 つの NT ドメイン サーバを追加するには、次のコ
マンドを入力します。
hostname(config)# aaa-server AuthInbound protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# max-failed-attempts 2
hostname(config-aaa-server-group)# reactivation-mode depletion deadtime 20
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthInbound (inside) host 10.1.1.1
hostname(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthInbound (inside) host 10.1.1.2
hostname(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey2
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound protocol radius
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound (inside) host 10.1.1.3
hostname(config-aaa-server-host)# key RadUauthKey
hostname(config-aaa-server-host)# exit
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hostname(config)# aaa-server NTAuth protocol nt
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# aaa-server NTAuth (inside) host 10.1.1.4
hostname(config-aaa-server-host)# nt-auth-domain-controller primary1
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証明書の設定
この章では、証明書の設定方法について説明します。CA は、証明書要求の管理とデジタル証明書の発
行を行います。デジタル証明書には、名前、シリアル番号、会社、部門、または IP アドレスなど、
ユーザまたはデバイスを識別する情報が含まれます。デジタル証明書には、ユーザまたはデバイスの公
開キーのコピーも含まれています。CA は、信頼できる第三者（VeriSign など）の場合もあれば、組織
内に設置したプライベート CA（インハウス CA）の場合もあります。
この章では、次の内容について説明します。

• 「公開キー暗号化」（P.12-1）
• 「証明書の設定」（P.12-3）

公開キー暗号化
ここでは、次の内容について説明します。

• 「公開キー暗号化について」（P.12-1）
• 「証明書のスケーラビリティ」（P.12-2）
• 「キー ペアについて」（P.12-2）
• 「トラストポイントについて」（P.12-3）
• 「失効チェックについて」（P.12-3）

公開キー暗号化について
デジタル署名は、公開キー暗号化によってイネーブルになり、デバイスおよびユーザを認証する手段で
す。RSA 暗号化システムをはじめとする公開キー暗号化では、各ユーザが公開キーと秘密キーの両方
を含むキー ペアを持ちます。両キーは補完的に動作し、片方のキーで暗号化されたものはすべて他方
のキーで解読できます。
簡単に言えば、データが秘密キーで暗号化されたとき、署名が形成されます。署名はデータに付加され
て受信者に送信されます。受信者は送信者の公開キーをデータに適用します。データとともに送信され
た署名が、公開キーをデータに適用した結果と一致した場合、メッセージの有効性が確立されます。
このプロセスは、受信者が送信者の公開キーのコピーを持っていること、およびその公開キーが送信者
になりすました別人のものではなく、送信者本人のものであることを受信者が強く確信していることに
依存しています。
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通常、送信者の公開キーは、アウトオブバンドで取得するか、インストール時の操作によって取得しま
す。たとえば、ほとんどの Web ブラウザでは、いくつかの CA のルート証明書がデフォルトで設定さ
れています。VPN の場合、IKE プロトコルは IPSec のコンポーネントであり、デジタル署名を使用し
てピア デバイスを認証した後で、セキュリティ アソシエーションをセットアップできます。

証明書のスケーラビリティ
デジタル証明書がない場合は、通信相手のピアごとに各 IPSec ピアを手動で設定する必要があります。
また、ネットワークに新しいピアを追加するたびに、セキュアに通信する必要のあるピアごとの設定変
更が必要になります。
デジタル証明書を使用している場合、各ピアは CA に登録されます。2 つのピアは、通信を試みるとき
に、証明書とデジタル署名されたデータを交換して、相互の認証を行います。新しいピアがネットワー
クに追加された場合は、そのピアを CA に登録するだけで済みます。他のピアを修正する必要はありま
せん。新しいピアが IPSec 接続を試みると、証明書が自動的に交換され、そのピアの認証ができます。

CA を使用した場合、ピアはリモート ピアに証明書を送り、公開キー暗号化を実行することによって、
そのリモート ピアに対して自分自身を認証します。各ピアは、CA によって発行および検証された一意
の証明書を送ります。このプロセスが機能を果たすのは、関連付けられているピアの公開キーが各証明
書にカプセル化され、各証明書が CA によって認証され、参加しているすべてのピアによって CA が認
証権限者として認識されるためです。このプロセスは、RSA シグニチャ付きの IKE と呼ばれます。
ピアは、証明書が期限満了になるまで、複数の IPSec セッションに対して、および複数の IPSec ピア宛
てに証明書を送り続けることができます。証明書が期限満了になったときは、ピアの管理者は新しい証
明書を CA から入手する必要があります。

CA は、IPSec に参加しなくなったピアの証明書を無効にすることもできます。無効にされた証明書は、
他のピアからは有効な証明書とは認識されなくなります。無効にされた証明書は CRL に記載され、各
ピアは別のピアの証明書を受け取る前に、CRL をチェックします。
CA の中には、実装の一部として RA を持つものもあります。RA は CA のプロキシの役割を果たす
サーバであるため、CA が使用できないときも CA 機能は継続しています。

キー ペアについて
キー ペアは SSH または SSL 接続に使用できる RSA キーであり、以下の特徴があります。

• キー生成では、RSA キーの最大キー係数は 2048 ビットです。デフォルトのサイズは 1024 ビット
です。1024 ビットを超える RSA キー ペアによるアイデンティティ証明書を使用する多数の SSL
接続では、FWSM での CPU 使用率が高くなり、クライアントレス ログインが拒否される可能性
があります。

• 署名操作でサポートされているキーの最大サイズは 4096 ビットです。
• 署名にも暗号化にも使用できる汎用 RSA キー ペアを生成することも、署名用と暗号化用に別々の
RSA キー ペアを生成することもできます。
署名用と暗号化用にキーを分けると、キーが公開される頻度を少なくすることができます。これ
は、SSL は署名用ではなく暗号化用にキーを使用しますが、IKE は暗号化用ではなく署名用に
キーを使用するためです。
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トラストポイントについて
トラストポイントを使用すると、CA と証明書の管理とトレースができます。トラストポイントとは、
CA または ID ペアを表現したものです。トラストポイントには、CA の ID、CA 固有のコンフィギュ
レーション パラメータ、登録されている ID 証明書とのアソシエーションが含まれています。
トラストポイントの定義が完了したら、CA の指定を必要とするコマンドで、名前によってトラストポ
イントを参照できます。トラストポイントは複数設定できます。

（注）

FWSM に同じ CA を共有するトラストポイントが複数ある場合、CA を共有するトラストポイントの
うち、ユーザ証明書の検証に使用できるのは 1 つだけです。CA を共有するどのトラストポイントを使
用して、その CA が発行したユーザ証明書を検証するかを制御するには、
support-user-cert-validation コマンドを入力します。
トラストポイントに関連するキーペアおよび発行済み証明書を PKCS12 形式でエクスポートおよびイ
ンポートできます。これは、別の FWSM でトラストポイント コンフィギュレーションを手動で複製す
る場合に役に立ちます。

失効チェックについて
証明書は発行されると、一定期間有効です。CA は、安全上の問題や名前またはアソシエーションの変
更などの理由で、期限が切れる前に証明書を無効にすることがあります。CA は、無効になった証明書
の署名付きリストを定期的に発行します。CA が認証にその証明書を使用するたびに、その証明書が無
効にされていないかどうか、FWSM がチェックします。

PKI 証明書検証プロセス中に失効チェックをイネーブルにすると、FWSM は、CRL チェックまたは
OCSP あるいはこれらの両方を使用して証明書失効ステータスをチェックします。設定する 2 つめの方
式は、1 つめの方式によりエラーが返された場合（たとえば、サーバが使用不可能になった場合など）
のみ使用されます。

CRL チェックを使用すると、FWSM によって、無効になった証明書がすべてリストされている CRL
が取得、解析、およびキャッシュされます。OCSP は失効ステータスを確認する拡張性の高い方法であ
り、検証局で証明書ステータスをローカライズします。この検証局が特定の証明書のステータスを問い
合わせます。

証明書の設定
この項では、FWSM における証明書の設定方法と、証明書の使用と管理に関するその他の手順につい
て説明します。

• 「証明書の準備」（P.12-4）
• 「キー ペアの生成」（P.12-4）
• 「キー ペアの削除」（P.12-5）
• 「AAA 認証の確立」（P.12-5）
• 「指定設定のコンフィギュレーションの確認」（P.12-6）
• 「キーペアおよび証明書のエクスポートおよびインポート」（P.12-7）
• 「証明書のトラストポイントへのリンク」（P.12-9）
• 「設定例：カットスルー プロキシ認証」（P.12-9）
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証明書の準備
証明書を使用する FWSM を設定する前に、FWSM が証明書をサポートするように正しく設定されて
いることを確認してください。FWSM の設定に誤りがあると、登録に失敗したり、不正確な情報を含
む証明書が要求されたりする可能性があります。
証明書を使用できるように FWSM を準備するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

FWSM のホスト名とドメイン名が正しく設定されていることを確認します。現在設定されているホス
ト名およびドメイン名を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show running-config

ホスト名を設定する方法の詳細については、「ホスト名の設定」（P.7-3）を参照してください。
ドメイン名を設定する方法の詳細については、「ドメイン名の設定」（P.7-4）を参照してください。
ステップ 2

CA を設定する前に、FWSM のクロックが正しく設定されていることを確認します。証明書には、有
効になる、および失効する日付と時刻が設定されます。FWSM が CA に登録して証明書を取得すると
き、FWSM は現在の時刻が証明書の有効期間の範囲内であるかどうかをチェックします。時刻がこの
範囲外の場合、登録は失敗します。
クロックを設定する方法の詳細については、「hostname(config)# domain-name example.com」（P.7-4）
を参照してください。

キー ペアの生成
「キー ペアについて」（P.12-2）で説明したように、キー ペアとは RSA キーのことです。使用する証明
書のタイプに応じてキー ペアを生成する必要があります。
キー ペアを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

PKI 実装に必要なタイプのキー ペアを生成します。これには、必要に応じて次の手順を実行します。
a. RSA キー ペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
hostname/contexta(config)# crypto key generate rsa

追加のキーワードを使用しない場合、このコマンドは汎用 RSA キー ペアを 1 つ生成します。キー
係数が指定されないため、デフォルトのキー係数である 1024 ビットが使用されます。その他の係
数サイズを指定するには、modulus キーワードを使用します。

（注）

1024 ビットを超える RSA キー ペアを持つ ID 証明書を使用している複数の SSL 接続に
よって、FWSM での CPU 使用率が高くなり、クライアントレス ログインが拒否される可
能性があります。

label キーワードを使用すると、各キー ペアにラベルを割り当てることもできます。このラベル
は、キー ペアを使用するトラストポイントによって参照されます。ラベルを割り当てなかった場
合、キー ペアには Default-RSA-Key というラベルが自動的に付けられます。
b. ラベルを各キー ペアに割り当てるには、次のコマンドを入力します。
hostname/contexta (config)# crypto key generate rsa label key-pair-label

ステップ 2
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hostname/contexta(config)# show crypto key mypubkey

次に、show crypto key mypubkey コマンドの出力例を示します。
Key pair was generated at: 16:39:47 central Feb 10 2009
Key name: <Default-RSA-Key>
Usage: General Purpose Key
Modulus Size (bits): 1024
Key Data:
30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081
0781848f 78bccac2 4a1b5b8d 2f3e30b4 4cae9f86 f4485207
9eeb0f5d 45fd1811 3b4aafce 292b3b64 b4124a6f 7a777b08
5508e9e5 2c271245 7fd1c0c3 3aaf1e04 c7c4efa4 600f4c4a
e08407dd 45d9e36e 8cc0bfef 14f9e6ac eca141e4 276d7358
Key pair was generated at: 16:34:54 central Feb 10 2005

ステップ 3

89028181
159108c9
75b88df1
6afe56ad
f7f50d13

00ea51b7
f5e49103
8092a9f8
c1d2c01c
79020301 0001

生成したキー ペアを保存します。これを行うには、次のコマンドを入力して、実行コンフィギュレー
ションを保存します。
hostname(config)# write memory

キー ペアの削除
キー ペアを削除するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# crypto key zeroize rsa

次に、crypto key zeroize rsa コマンドの出力例を示します。
WARNING: All RSA keys will be removed.
WARNING: All device certs issued using these keys will also be removed.
Do you really want to remove these keys? [yes/no] y

AAA 認証の確立
カットスルー プロキシ認証を実行するトラフィックの AAA 認証を確立するには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 1

次のいずれかのコマンドを入力します。
hostname (config)# aaa authentication match
hostname (config)# aaa authentication include

aaa authentication match コマンドでは、TACACS+ または RADIUS ユーザ アカウンティング、ある
いは、ホストまたは aaa-server コマンドで指定されたサーバで認証または許可するホストのネット
ワークのローカル IP アドレスを使用できます。
aaa authentication include コマンドの場合、aaa-server コマンドで指定されたサーバで認証または許
可される TACACS+ または RADIUS ユーザ アカウンティングだけを使用できます。
ステップ 2

セキュアな認証を HTTP クライアントに設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname (config)# aaa authentication secure-http-client
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コマンドの使用方法の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router
Firewall Services Module Command Reference 』を参照してください。

指定設定のコンフィギュレーションの確認
サードパーティ証明をインポートする前に、特定の AAA 設定、AAA サーバ、アクセス リスト、およ
びオプションで仮想 HTTP が設定されている必要があります。指定設定のコンフィギュレーションを
確認するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

必要なアクセス リストが設定されているか確認するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show run access-list

次に、設定されているアクセス リストを表示する show run access-list コマンドの出力例を示します。
access-list temp extended permit ip any any

ステップ 2

AAA サーバが設定されているか確認するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show run aaa-server

次に、設定されている AAA サーバを表示する show run aaa-server コマンドの出力例を示します。
aaa-server new protocol tacacs+
aaa-server new (outside) host 10.77.152.80
key cisco

ステップ 3

AAA 設定が設定されているか確認するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show run aaa

次に、設定されている AAA 設定を表示する show run aaa コマンドの出力例を示します。
aaa authentication match temp outside new
aaa authentication secure-http-client

ステップ 4

（任意）インポート済み証明書名およびその関連する IP アドレスを表示するには、次のコマンドを入力
します。
hostname(config)# show run name

次に、インポート済み証明書名およびその関連する IP アドレスを表示する show run name コマンドの
出力例を示します。
name 10.77.152.104 atl-lx-sbacchus.cisco.com

ステップ 5

（任意）仮想 IP アドレスを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show running-config virtual

次に、仮想 IP アドレスにマッピングされているインポート済み証明書の名前を表示する show
running-config virtual コマンドの出力例を示します。
virtual http atl-lx-sbacchus.cisco.com
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キーペアおよび証明書のエクスポートおよびインポート
キーペアと、トラストポイント設定に関連付けられている発行済み証明書は、エクスポートおよびイン
ポートできます。FWSM は、トラストポイントのエクスポートおよびインポートで PKCS12 形式をサ
ポートします。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「キーペアおよび証明書のエクスポート」（P.12-7）
• 「キーペアおよび証明書のインポート」（P.12-7）

キーペアおよび証明書のエクスポート
PKCS12 形式のトラストポイント コンフィギュレーションに関連付けられているキーペアおよび証明
書をエクスポートするには、次のコマンドを入力します。
hostname (config)# crypto ca export pkcs12

この表示されたデータはコピーできます。トラストポイント データはパスワードで保護されますが、
このデータをファイルに保存する場合は、そのファイルがセキュアな場所にあることを確認してくださ
い。
たとえば、cisco123 をパスフレーズとして使用する newton という名前のトラストポイントの PKCS12
データを手動でエクスポートするには、次のコマンドを入力します。
hostname (config)# crypto ca export newton pkcs12 cisco123
Exported pkcs12 follows:
[ PKCS12 data omitted ]
---End - This line not part of the pkcs12---

キーペアおよび証明書のインポート
トラストポイント コンフィギュレーションに関連付けられているキーペアおよび発行済み証明書を

PKCS12 形式でインポートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力します。
hostname (config)# crypto ca import pkcs12

トラストポイント コンフィギュレーション付きでインポートされるキー ペアには、作成するトラスト
ポイントの名前と一致するラベルが割り当てられます。たとえば、エクスポートされるトラストポイン
トが Default-RSA-Key というラベルの RSA キーを使用している場合、PKCS12 形式をインポートして
Main という名前のトラストポイントを作成すると、Main という名前のキー ペアが作成されます。

（注）

FWSM に同じ CA を共有するトラストポイントが複数ある場合、CA を共有するトラストポイ
ントでユーザ証明書の検証に使用できるのは 1 つだけです。crypto ca import pkcs12 コマンド
を使用すると、このような状況を構成できます。CA を共有するどのトラストポイントを使用
して、その CA が発行したユーザ証明書を検証するかを制御するには、
support-user-cert-validation コマンドを入力します。
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たとえば、パスフレーズ cisco123 を使用して PKCS12 データをトラストポイント newton に手動でイ
ンポートするには、次のコマンドを入力します。
hostname (config)# crypto ca import newton pkcs12 cisco123
Enter the base 64 encoded pkcs12.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself:
[ PKCS12 data omitted ]
quit
INFO: Import PKCS12 operation completed successfully

ステップ 2

インポート済み証明書を表示し、これが正しくインポートされているか確認するには、次のコマンドを
入力します。
hostname (config)# show crypto ca certificates

次に、トラストポイントの名前 newton をリストする show crypto ca certificates コマンドの出力例を
示します。
CA Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number: 18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
Certificate Usage: General Purpose
Public Key Type: RSA (2048 bits)
Issuer Name:
cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only
ou=VeriSign Trust Network
o=VeriSign\, Inc.
c=US
Subject Name:
cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only
ou=VeriSign Trust Network
o=VeriSign\, Inc.
c=US
Validity Date:
start date: 23:00:00 IST Nov 7 2006
end
date: 22:59:59 IST Jul 16 2036
Associated Trustpoints: newton-1
Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number: 5b178bf40eda86f320c4302cb055a743
Certificate Usage: General Purpose
Public Key Type: RSA (1024 bits)
Issuer Name:
cn=VeriSign Class 3 Extended Validation SSL CA
ou=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa (c)06
ou=VeriSign Trust Network
o=VeriSign\, Inc.
c=US
Subject Name:
cn=atl-lx-sbacchus.cisco.com
o=Cisco Systems\, Inc
sa=170 West Tasman Dr
l=San Jose
st=California
pc=95134
c=US
serialNumber=C1183477
2.5.4.15=#131256312e302c20436c6175736520352e286229
1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2=#130a43616c69666f726e6961
1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=#13025553
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CRL Distribution Points:
[1] http://EVSecure-crl.verisign.com/EVSecure2006.crl
Validity Date:
start date: 23:00:00 IST Sep 26 2007
end
date: 22:59:59 IST Sep 26 2008
Associated Trustpoints: newton
CA Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number: 5b7759c61784e15ec727c0329529286b
Certificate Usage: General Purpose
Public Key Type: RSA (2048 bits)
Issuer Name:
cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only
ou=VeriSign Trust Network
o=VeriSign\, Inc.
c=US
Subject Name:
cn=VeriSign Class 3 Extended Validation SSL CA
ou=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa (c)06
ou=VeriSign Trust Network
o=VeriSign\, Inc.
c=US
CRL Distribution Points:
[1] http://EVSecure-crl.verisign.com/pca3-g5.crl
Validity Date:
start date: 23:00:00 IST Nov 7 2006
end
date: 22:59:59 IST Nov 7 2016
Associated Trustpoints: newton

証明書のトラストポイントへのリンク
サードパーティ証明書をインポートしたら、これをトラストポイントにリンクする必要があります。リ
ストすることで、複数のクライアントと通信できるようになります。
サードパーティ証明書のインポート中に使用した名前（newton）と同じ名前のトラストポイントの名
前を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname (config)# show run ssl
ssl trust-point newton

設定例：カットスルー プロキシ認証
カットスルー プロキシ認証で FWSM を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list FWACL extended permit tcp any any eq ftp
access-list FWACL extended permit tcp any any eq telnet
access-list FWACL extended permit tcp any any eq www
access-list FWACL extended permit tcp any any eq https
access-group FWACL in interface outside
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TacacsServers protocol tacacs+
reactivation-mode depletion deadtime 2
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aaa-server TacacsServers host 100.136.0.3
timeout 22
key secretpassword
aaa authentication match FWACL outside TacacsServers
aaa accounting match FWACL outside TacacsServers
aaa authentication secure-http-client
auth-prompt prompt (JCPIX249) Login:
auth-prompt accept (JCPIX249) Login Accepted!
auth-prompt reject (JCPIX249) Login Rejected!

コマンドの access-list シリーズは、FWSM を介して許可されるプロトコルを定義します。カットス
ルー プロキシ認証でサポートされているプロトコルは、この例で示すプロトコルと SSH のみです。

timeout uauth コマンドを使用すると、FWSM は、すべてのプロトコルの認証を 5 分で再要求できま
す。

aaa authentication コマンドは、カットスルー プロキシ認証です。このコマンドを実行すると、アク
セス リストのプロトコルを照合し、代行受信して、ユーザ認証プロンプトを表示します。
コマンドの auth-prompt シリーズでは、ユーザに表示されるプロンプトが変更されるので、FWSM が
要求を行っていることがわかります。
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アクセス リストでのトラフィックの識別
この章では、アクセス リストでトラフィックを識別する方法について説明します。アクセス リストは、
さまざまな機能で使用されます。モジュラ ポリシー フレームワークを使用する機能では、アクセス リ
ストによってトラフィック クラスマップ内のトラフィックを識別できます。モジュラ ポリシー フレー
ムワーク の詳細については、第 20 章「モジュラ ポリシー フレームワークの使用」を参照してくださ
い。この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「アクセス リストの概要」（P.13-1）
• 「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）
• 「EtherType アクセス リストの追加」（P.13-9）
• 「標準アクセス リストの追加」（P.13-11）
• 「オブジェクトのグループ化によるアクセス リストの簡素化」（P.13-12）
• 「アクセス リストへのコメントの追加」（P.13-18）
• 「アクセス リスト グループ最適化」（P.13-19）
• 「拡張アクセス リストのアクティベーションのスケジューリング」（P.13-24）
• 「アクセス リスト アクティビティのロギング」（P.13-26）

IPv6 アクセス リストの詳細については、「IPv6 アクセス リストの設定」（P.10-5）を参照してくださ
い。

アクセス リストの概要
アクセス リストは 1 つまたは複数の Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）で
構成されます。ACE は許可または拒否のルールを指定する、アクセス リストの個々のエントリであ
り、プロトコル、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、またはネットワークに適用されます。任意
で、送信元ポートと宛先ポートにも適用されます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクセス リストのタイプ」（P.13-2）
• 「ACE の順序」（P.13-2）
• 「アクセス リストの暗黙拒否」（P.13-3）
• 「NAT 使用時のアクセス リスト用の IP アドレス」（P.13-3）
• 「アクセス リストのコミット」（P.13-5）
• 「ACE の最大数」（P.13-6）
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アクセス リストのタイプ
表 13-1 に、アクセス リストのタイプと一般的な用途を示します。
表 13-1

アクセス リストのタイプと一般的な使用目的

アクセス リストの使用目的

アクセス リストのタ
イプ

IP トラフィックのネットワーク アクセス 拡張
の制御（ルーテッド モードおよびトラン
スペアレント モード）

説明

FWSM は、拡張アクセス リストで明示的に許可されて
いないかぎり、どのようなトラフィックの通過も許可し
ません。
（注）

AAA 規則でのトラフィック識別

拡張

また、管理アクセス用の FWSM インターフェイ
スにアクセスする場合は、ホスト IP アドレスを
許可するアクセス リストは不要です。必要なの
は、第 23 章「管理アクセスの設定」の説明に
従って管理アクセスを設定することだけです。

AAA 規則では、アクセス リストを使用してトラフィッ
クを識別します。

所定のユーザに関する IP トラフィックの 拡張、ユーザごとに ユーザに適用するダイナミック アクセス リストをダウン
ネットワーク アクセス コントロール
AAA サーバからダウ ロードするように RADIUS サーバを設定できます。また
ンロード
は、FWSM 上に設定済みのアクセス リストの名前を送
信するようにサーバを設定できます。

NAT（ポリシー NAT および NAT 免除） 拡張
のアドレス識別

VPN アクセスの確立

拡張

トラフィック クラス マップでの Modular 拡張
Policy のトラフィックの識別
EtherType

ポリシー NAT を使用すると、拡張アクセス リストで送
信元アドレスと宛先アドレスを指定することにより、ア
ドレスを変換するローカル トラフィックを指定できま
す。

VPN コマンドで拡張アクセス リストを使用できます。
アクセス リストを使用すると、クラスマップ内のトラ
フィックを識別できます。このマップは、モジュラ ポリ
シー フレームワークをサポートする機能に使用されま
す。モジュラ ポリシー フレームワークをサポートする機
能には、TCP および一般的な接続設定や検査などがあり
ます。

トランスペアレント ファイアウォール
モードの場合、IP 以外のトラフィックの
ネットワーク アクセスの制御

EtherType

トラフィックを EtherType に基づいて制御するためのア
クセス リストを設定できます。

OSPF ルート再配布の指定

標準

標準アクセス リストには、宛先アドレスだけが含まれて
います。標準アクセス リストを使用して、OSPF ルート
の再配布を制御できます。

ACE の順序
アクセス リストは 1 つまたは複数の Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）で
構成されます。アクセス リストのタイプに応じて、送信元アドレス、宛先アドレス、プロトコル、
ポート（TCP または UDP の場合）、ICMP タイプ（ICMP の場合）、または EtherType を指定できま
す。
任意のアクセス リスト名に入力した各 ACE は、ACE で行番号を指定した場合を除き、アクセス リス
トの末尾に追加されます（拡張アクセス リスト限定）。
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ACE の順序は重要です。FWSM でパケットを転送するか廃棄するかを決定する場合、FWSM は各
ACE に対して、エントリの指定順にパケットをテストします。一致するものが見つかると、残りの
ACE はチェックされません。たとえば、アクセス リストの先頭にすべてのトラフィックを明示的に許
可する ACE を作成した場合、残りのステートメントはチェックされません。
ACE を非アクティブ状態にすることで、ACE をディセーブルにできます。

アクセス リストの暗黙拒否
アクセス リストの末尾に暗黙拒否が指定されているため、明示的に許可しないかぎり、トラフィック
は通過できません。たとえば、特定のアドレスを除くすべてのユーザに、FWSM を通過してネット
ワークにアクセスすることを許可する場合、特定のアドレスを拒否したうえで、他のすべてのユーザを
許可します。

NAT 使用時のアクセス リスト用の IP アドレス
NAT を使用する場合、アクセス リストに対して設定する IP アドレスは、アクセス リストが付加され
るインターフェイスによって異なります。インターフェイスに接続されるネットワーク上で有効なアド
レスを使用する必要があります。この注意事項は着信アクセス グループと発信アクセス グループの両
方に当てはまります。使用されるアドレスを決定するのは、方向ではなく、インターフェイスだけで
す。
たとえば、内部インターフェイスの着信方向に対してアクセス リストを適用する場合、外部アドレスへ
のアクセス時に、内部送信元アドレスに対して NAT を実行するように FWSM を設定します。内部イ
ンターフェイスにアクセス リストが適用されるので、送信元アドレスは変換されていない元のアドレ
スになります。外部アドレスが変換されないので、アクセス リストで使用する宛先アドレスは実アド
レスです（図 13-1 を参照）。
図 13-1

アクセス リストの IP アドレス：送信元アドレスに NAT を使用

209.165.200.225

ᄖㇱ
ౝㇱ
ࠗࡦࡃ࠙ࡦ࠼ ACL
10.1.1.0/24᳸ 209.165.200.225 ǇưǛᚩӧ

10.1.1.0/24

209.165.201.4ᲴȝȸȈ
PAT

104634

10.1.1.0/24

この例について、次のコマンドを参照してください。
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hostname(config)# access-list INSIDE extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 host
209.165.200.225
hostname(config)# access-group INSIDE in interface inside

外部ホストから内部ホストにアクセスできるようにする場合は、外部インターフェイス上で着信アクセ
ス リストを適用できます。アクセス リストに内部ホストの変換後のアドレスを指定する必要がありま
す。これが外部ネットワーク上で使用できるアドレスであるためです（図 13-2 を参照）。
図 13-2

アクセス リストの IP アドレス：宛先アドレスに NAT を使用

209.165.200.225

ACL
209.165.200.225 ᳸ 209.165.201.5 ǇưǛᚩӧ
ᄖㇱ

10.1.1.34
209.165.201.5
ࠬ࠲࠹ࠖ࠶ࠢ NAT

104636

ౝㇱ

この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# access-list OUTSIDE extended permit ip host 209.165.200.225 host
209.165.201.5
hostname(config)# access-group OUTSIDE in interface outside

13-4

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 13 章

アクセス リストでのトラフィックの識別
アクセス リストの概要

両方のインターフェイスで NAT を実行する場合は、個々のインターフェイスに見せるアドレスを覚え
ておいてください。図 13-3 では、外部サーバがスタティック NAT を使用するので、変換されたアドレ
スが内部ネットワークに表示されます。
図 13-3

アクセス リストの IP アドレス：送信元アドレスと宛先アドレスに NAT を使用

ࠬ࠲࠹ࠖ࠶ࠢ NAT
209.165.200.225
10.1.1.56

ᄖㇱ
ౝㇱ
ACL
10.1.1.0/24 ᳸ 10.1.1.56 ǇưǛᚩӧ

10.1.1.0/24

209.165.201.4ᲴȝȸȈ
PAT

104635

10.1.1.0/24

この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# access-list INSIDE extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 host
10.1.1.56
hostname(config)# access-group INSIDE in interface inside

アクセス リストのコミット
アクセス リストに ACE が追加されると、FWSM はネットワーク プロセッサにアクセス リストをコ
ミットすることによって、そのアクセス リストをアクティブにします。FWSM は、access-list コマン
ドが最後に入力されてから少し待機したあとで、アクセス リストをコミットします。コミットの開始
後に ACE を入力した場合、FWSM はこのコミットを打ち切り、少し待機したあとでアクセス リスト
を再コミットします。FWSM がアクセス リストをコミットすると、次のようなメッセージが表示され
ます。
Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%

約 60 K の ACE で構成される大きなアクセス リストの場合、大きさにより、コミットに 3 ～ 4 分かか
ることがあります。

（注）

各アクセス リストの変更後とネットワーク プロセッサへの以降のコミット後にこのメッセージが表示
されないようにするには、np acl-notify disable コマンドを入力します。このコマンドはローカルであ
り、スタートアップ コンフィギュレーションに保存されていないため、フェールオーバーによってピ
アに複製されません。したがって、リロードを実行するごとにこのコマンドを入力し直す必要がありま
す。
メモリ限度の超過については、「ACE の最大数」を参照してください。
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ACE の最大数
FWSM はシステム全体で最大数の ACE をサポートしています。ルールの制限（ACE のルールを含む）
と別のタイプのルールの詳細については、「ルールの制限」（P.A-6）を参照してください。
アクセス リストによっては、他のアクセス リストよりメモリを多く使用します。大きいポート番号範
囲やオーバーラップしたネットワーク（たとえば、ある ACE で 10.0.0.0/8 を指定し、別の ACE で
10.1.1.0/24 を指定して、ACE のネットワークがオーバーラップする場合など）を使用するアクセス リ
ストがこれに該当します。また、アクセス リストのタイプによっては、システムでサポートできる実
際の制限値が最大値よりも小さくなります。

ACE でオブジェクト グループを使用した場合、実際に入力する ACE の数は少なくなりますが、拡張
ACE の数はオブジェクト グループを使用しない場合と同じになり、拡張 ACE カウントがシステム限
度に近づきます。アクセス リストに指定されている拡張 ACE の数を確認するには、show access-list
コマンドを入力します。

ACE を追加した場合に、FWSM がアクセス リストをコミットすると、コンソールに次のようなメッ
セージで使用メモリが表示されます。
Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%

メモリ限度を超えると、エラー メッセージとシステム ログ メッセージ（106024）が表示され、このコ
ミットで追加されたすべてのアクセス リストがコンフィギュレーションから削除されます。前回のコ
ミットで正常にコミットされた 1 組のアクセス リストだけが使用されます。たとえば、プロンプトに
1000 個の ACE をペーストし、最後の ACE でメモリ限度を超えた場合、1000 個の ACE がすべて拒否
されます。

拡張アクセス リストの追加
ここでは、拡張アクセス リストの追加方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「拡張アクセス リストの概要」（P.13-6）
• 「トランスペアレント ファイアウォールを通過できるブロードキャスト トラフィックとマルチキャ
スト トラフィック」（P.13-7）
• 「拡張 ACE の追加」（P.13-8）

拡張アクセス リストの概要
拡張アクセス リストは 1 つまたは複数の ACE で構成され、ACE を挿入する行番号、送信元アドレス
と宛先アドレス、ACE のタイプに応じてプロトコル、ポート（TCP/UDP の場合）、または ICMP タイ
プ（ICMP の場合）を指定できます。これらのすべてのパラメータを access-list コマンドで指定できま
す。また、各パラメータに対応するオブジェクト グループを使用することもできます。ここでは、コ
マンド内でパラメータを指定する方法について説明します。オブジェクト グループを使用する場合は、
「オブジェクトのグループ化によるアクセス リストの簡素化」（P.13-12）を参照してください。

ACE の末尾に追加できるロギング オプションについては、「アクセス リスト アクティビティのロギン
グ」（P.13-26）を参照してください。時間範囲オプションについては、「拡張アクセス リストのアク
ティベーションのスケジューリング」（P.13-24）を参照してください。
ルーテッド モードとトランスペアレント モードの両方のモードの TCP および UDP 接続では、トラ
フィックを戻すのにアクセス リストを使用する必要はありません。この理由として、FWSM は確立済
みの双方向接続ですべての戻りトラフィックを許可するためです。ただし、ICMP などのコネクション
レス型プロトコルでは、FWSM は単方向のセッションを確立します。そのため、アクセス リストで双
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方向の ICMP を許可するか（アクセス リストを送信元と宛先のインターフェイスに適用する）、ICMP
のインスペクション エンジンをイネーブルにする必要があります。ICMP インスペクション エンジン
では、ICMP セッションは双方向接続として処理されます。
インターフェイスの方向ごとに、各タイプ（拡張または EtherType）のアクセス リストを 1 つだけ適用
できます。同じアクセス リストを複数のインターフェイスに適用できます。アクセス リストのイン
ターフェイスへの適用の詳細については、第 15 章「ネットワーク アクセスの許可または拒否」を参照
してください。

（注）

アクセス リスト コンフィギュレーションを変更する場合、既存の接続がタイムアウトするのを待たず
に新しいアクセス リスト情報を使用するときは、clear local-host コマンドを使用して接続をクリアで
きます。

トランスペアレント ファイアウォールを通過できるブロードキャスト トラ
フィックとマルチキャスト トラフィック
ルーテッド ファイアウォール モードでは、ブロードキャスト トラフィックとマルチキャスト トラ
フィックはアクセス リストで許可されている場合でもブロックされます。これには、サポートされて
いないダイナミック ルーティング プロトコルや DHCP（DHCP リレーを設定している場合を除く）な
どがあります。トランスペアレント ファイアウォール モードでは、すべての IP トラフィックの通過を
許可できます。この機能は、たとえば、ダイナミック ルーティングが許可されていないマルチ コンテ
キスト モードで特に有用です。

（注）

これらの特殊なタイプのトラフィックはコネクションレス型であるため、拡張アクセス リストを両方
のインターフェイスに適用して、リターン トラフィックの通過を許可する必要があります。
表 13-2 に、トランスペアレント ファイアウォールの通過を許可できる一般的なトラフィック タイプを
示します。
表 13-2

トランスペアレント ファイアウォールの特殊トラフィック

トラフィック タ
イプ

プロトコルまたはポート

変更点

DHCP

UDP ポート 67 および 68

EIGRP

プロトコル 88

DHCP サーバがイネーブルの場合、FWSM は
DHCP パケットの通過を拒否します。
—

OSPF

プロトコル 89

—

マルチキャスト
ストリーム

UDP ポートは、アプリケーショ マルチキャスト ストリームは、常に Class D ア
ンによって異なります。
ドレス（224.0.0.0 ～ 239.x.x.x）に送信されま
す。

RIP（v1 または
v2）

UDP ポート 520

—
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拡張 ACE の追加
任意のアクセス リスト名を指定して access-list コマンドを入力すると、line の番号を指定した場合を
除き、そのアクセス リストの末尾に ACE が追加されます。
次のコマンドを入力して、ACE を追加します。
hostname(config)# access-list access_list_name [line line_number] [extended]
{deny | permit} protocol source_address mask [operator port] dest_address mask
[operator port | icmp_type] [inactive]

ヒント

コンフィギュレーションを確認するときに名前をわかりやすくするために、アクセス リスト名は大文
字で入力してください。インターフェイスを示すアクセス リスト名（INSIDE など）、または作成され
た目的を示すアクセス リスト名（NO_NAT、VPN など）を指定できます。
通常、プロトコルとして ip キーワードを指定しますが、他のプロトコルも受け付けることができます。
プロトコル名のリストについては、「プロトコルとアプリケーション」（P.E-11）を参照してください。
単一のアドレスを指定するには、IP アドレスの前に host キーワードを入力します。この場合、マスク
を入力しないでください。すべてのアドレスを指定するには、アドレスおよびマスクの代わりに any
キーワードを入力します。
送信元ポートと宛先ポートは、tcp または udp プロトコルの場合にかぎり指定できます。使用できる
キーワードおよび予約済みポート割り当てのリストについては、「TCP ポートおよび UDP ポート」
（P.E-12）を参照してください。DNS、Discard、Echo、Ident、NTP、RPC、SUNRPC、および Talk
には、それぞれ TCP の定義が 1 つと UDP の定義が 1 つ必要です。TACACS+ には、TCP のポート 49
の定義が 1 つ必要です。

演算子を使用して、送信元または宛先に使用させるポート番号を一致させます。使用できる演算子は次
のとおりです。

• lt：より小さい
• gt：より大きい
• eq：等しい
• neq：等しくない
• range：値の範囲。この演算子を使用するときは、ポート番号を 2 つ指定します。たとえば、次の
ように指定します。
range 100 200

ICMP タイプは icmp プロトコルの場合にだけ指定できます。ICMP はコネクションレス型プロトコル
なので、アクセス リストを使用して（送信元インターフェイスと宛先インターフェイスにアクセス リ
ストを適用することによって）双方向で ICMP を使用できるようにするか、または ICMP インスペク
ション エンジンをイネーブルにする必要があります（「ICMP タイプ オブジェクト グループの追加」
（P.13-15）を参照）。ICMP インスペクション エンジンでは、ICMP セッションはステートフル接続と
して処理されます。ping を制御するには、echo-reply （0）（FWSM からホストへ）または echo （8）
（ホストから FWSM へ）を指定します。ICMP タイプのリストについては、「ICMP タイプ オブジェク
ト グループの追加」（P.13-15）を参照してください。
ネットワーク マスクを指定する場合に使用する方式は、Cisco IOS ソフトウェア access-list コマンド
の方式と異なります。FWSM では、ネットワーク マスク（たとえば、Class C マスクの
255.255.255.0）が使用されます。Cisco IOS のマスクでは、ワイルドカード ビット（0.0.0.255 など）
を使用します。
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ACE を非アクティブ状態にするには、inactive キーワードを使用します。再度イネーブルにするには、
inactive キーワードなしで ACE 全体を入力します。この機能を使用すると、非アクティブな ACE の
レコードをコンフィギュレーション内に保持して、再度イネーブルにしやすくすることができます。
次の例を参照してください。
次のアクセス リストは、このアクセス リストを適用するインターフェイスのすべてのホストが FWSM
を通過することを許可しています。
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any

次のアクセス リストの例は、192.168.1.0/24 上のホストが 209.165.201.0/27 ネットワークにアクセス
しないようにします。その他のアドレスはすべて許可されます。
hostname(config)# access-list ACL_IN extended deny tcp 192.168.1.0 255.255.255.0
209.165.201.0 255.255.255.224
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any

アクセスを一部のホストだけに限定する場合は、制限付き許可 ACE を入力します。デフォルトでは、
それ以外のすべてのトラフィックは、明示的に許可されない限り拒否されます。
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0
209.165.201.0 255.255.255.224

次のアクセス リストは、
（アクセス リストを適用するインターフェイス上の）すべてのホストが、アド
レス 209.165.201.29 の Web サイトにアクセスできないようにします。その他のトラフィックはすべて
許可されます。
hostname(config)# access-list ACL_IN extended deny tcp any host 209.165.201.29 eq www
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any

EtherType アクセス リストの追加
トランスペアレント ファイアウォール モード限定

EtherType アクセス リストは EtherType を指定する 1 つまたは複数の ACE からなります。ここでは、
次の内容について説明します。

• 「サポートされている EtherType」（P.13-9）
• 「双方向にアクセス リストを適用」（P.13-10）
• 「アクセス リストの末尾にある暗黙拒否は IP トラフィックと ARP トラフィックに影響しない」
（P.13-10）
• 「同じインターフェイス上で拡張アクセス リストと EtherType アクセス リストを使用」（P.13-10）
• 「MPLS の許可」（P.13-10）

サポートされている EtherType
EtherType ACE は、16 ビットの 16 進数で指定されたあらゆる EtherType を制御します。
EtherType アクセス リストでは、Ethernet V2 フレームがサポートされています。
802.3 形式フレームでは、type フィールドではなく length フィールドが使用されるため、アクセス リ
ストでは処理されません。
唯一の例外は、アクセス リストで処理される Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル
データ ユニット）です。BPDU は SNAP でカプセル化され、FWSM は BPDU を処理できるように設
計されています。
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FWSM のポートはトランク ポート（シスコ独自）であるため、FWSM はトランク ポート BPDU を受
信します。トランク BPDU のペイロードには VLAN 情報が含まれるので、BPDU を許可すると、
FWSM により、発信 VLAN を使用してペイロードが修正されます。
（注）

フェールオーバーを使用する場合は、ブリッジング ループを防止するために、EtherType アクセス リ
ストで両方のインターフェイスの BPDU を許可する必要があります。

双方向にアクセス リストを適用
EtherType はコネクションレス型なので、双方向にトラフィックを流す場合は、両方のインターフェイ
スにアクセス リストを適用する必要があります。

アクセス リストの末尾にある暗黙拒否は IP トラフィックと ARP トラフィックに影響しない
EtherType アクセス リストの場合、アクセス リストの末尾にある暗黙拒否は IPv4 トラフィックと
ARP トラフィックに影響しません。たとえば、EtherType 8037 を許可すると、アクセス リストの末尾
にある暗黙拒否は、拡張アクセス リストですでに許可されている IP トラフィックをブロックしませ
ん。IPv4 トラフィックと ARP トラフィックは、EtherType アクセス リストで制御することができませ
ん。

同じインターフェイス上で拡張アクセス リストと EtherType アクセス リストを使用
インターフェイスの方向ごとに、各タイプ（拡張または EtherType）のアクセス リストを 1 つだけ適用
できます。同じアクセス リストを複数のインターフェイスに適用することもできます。

MPLS の許可
MPLS を許可する場合は、ラベル配布プロトコルおよびタグ配布プロトコルの TCP 接続が FWSM を
経由して確立されるようにしてください。これには、FWSM インターフェイス上の IP アドレスを
LDP セッションまたは TDP セッションの router-id として使用するように、FWSM に接続されている
両方の MPLS ルータを設定します。（LDP および TDP では、MPLS ルータが、パケットの転送に使用
されるラベル（アドレス）をネゴシエートできます）。

Cisco IOS ルータで、使用プロトコル（LDP または TDP）に適したコマンドを入力します。interface
は、FWSM に接続されているインターフェイスです。
hostname(config)# mpls ldp router-id interface force

または
hostname(config)# tag-switching tdp router-id interface force

EtherType ACE の追加
次のコマンドを入力して、EtherType ACE を追加します。
hostname(config)# access-list access_list_name ethertype {permit | deny} {ipx | bpdu |
mpls-unicast | mpls-multicast | any | hex_number}

13-10

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 13 章

アクセス リストでのトラフィックの識別
標準アクセス リストの追加

hex_number は、0x600 以上の 16 ビット 16 進数で指定できる任意の EtherType です。EtherType のリ
ストについては、http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt にアクセスして、RFC 1700 「Assigned Numbers」
を参照してください。
任意のアクセス リスト名を指定して access-list コマンドを入力すると、そのアクセス リストの末尾に
ACE が追加されます。

ヒント

コンフィギュレーションを確認するときに名前をわかりやすくするために、access_list_name は大文字
で入力してください。インターフェイスを示すアクセス リスト名（INSIDE など）、または目的を示す
アクセス リスト名（MPLS、IPX など）を指定できます。
たとえば、次のサンプル アクセス リストでは、内部インターフェイスで発信される一般的な
EtherType が許可されます。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list ETHER ethertype permit ipx
access-list ETHER ethertype permit bpdu
access-list ETHER ethertype permit mpls-unicast
access-group ETHER in interface inside

次のアクセス リストでは、一部の EtherType に FWSM の通過を許可しますが、IPX は拒否します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list ETHER ethertype deny ipx
access-list ETHER ethertype permit 0x1234
access-list ETHER ethertype permit bpdu
access-list ETHER ethertype permit mpls-unicast
access-group ETHER in interface inside
access-group ETHER in interface outside

次のアクセス リストでは、EtherType 0x1256 が指定されたトラフィックを拒否しますが、それ以外は
すべて、両方のインターフェイスについて許可します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list nonIP ethertype deny 1256
access-list nonIP ethertype permit any
access-group ETHER in interface inside
access-group ETHER in interface outside

標準アクセス リストの追加
標準アクセス リストは、宛先 IP アドレスを識別する一部のコマンドでだけ使用します。たとえば、標
準アクセス リストを使用して、OSPF 再分配用のルート マップで使用する OSPF ルートの宛先アドレ
スを識別します。標準アクセス リストをインターフェイスに適用してトラフィックを制御することは
できません。
次のコマンドで標準 ACE を追加します。アクセス リストの末尾に別の ACE を追加する場合は、同じ
アクセス リスト名を指定して access-list コマンドをもう 1 つ入力します。
次のコマンドを入力して、ACE を追加します。
hostname(config)# access-list access_list_name standard {deny | permit} {any | ip_address
mask}

次に、アクセス リストで 192.168.1.0/24 へのルートを識別する例を示します。
hostname(config)# access-list OSPF standard permit 192.168.1.0 255.255.255.0
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オブジェクトのグループ化によるアクセス リストの簡素化
ここでは、オブジェクトをグループ化してアクセス リストの作成 / 管理を簡素化する方法について説明
します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「オブジェクト グループ化の機能」（P.13-12）
• 「オブジェクト グループの追加」（P.13-13）
• 「オブジェクト グループのネスト」（P.13-16）
• 「オブジェクト グループの表示」（P.13-17）
• 「オブジェクト グループの削除」（P.13-18）
• 「アクセス リストでのオブジェクト グループの使用」（P.13-16）

オブジェクト グループ化の機能
類似のオブジェクトをグループとしてまとめることによって、オブジェクトごとに個別に ACE を入力
しなくても、ACE でオブジェクト グループを使用できます。次のタイプのオブジェクト グループを作
成できます。

• プロトコル
• ネットワーク
• サービス
• ICMP タイプ
たとえば、次の 3 つのオブジェクト グループを考えてみます。

• MyServices：内部ネットワークにアクセスできるサービス要求の TCP および UDP ポート番号を
指定します。

• TrustedHosts：最大範囲のサービスとサーバにアクセスできるホストおよびネットワークのアドレ
スを指定します。

• PublicServers：最大限のアクセス権を与えるサーバのホスト アドレスを指定します。
上記のグループを作成すると、1 つの ACE を使用して、信頼できるホストが公開サーバのグループに
サービス要求を許可することが可能になります。
オブジェクト グループを他のオブジェクト グループにネストすることもできます。

（注）

拡張アクセス リストには ACE のシステム限度が適用されます。ACE でオブジェクト グループを使用
した場合、実際に入力する ACE の数は少なくなりますが、拡張 ACE の数はオブジェクト グループを
使用しなかった場合と同じになります。オブジェクト グループは通常、手動で追加する場合より多く
の ACE を作成します。手動で ACE を作成する場合の方がオブジェクト グループよりアドレスを集約
する傾向があるからです。アクセス リストに指定されている拡張 ACE の数を確認するには、show
access-list コマンドを入力します。
たとえば、送信元の数が 100 の 1 つのネットワーク オブジェクト グループ、宛先の数が 100 の 1 つの
ネットワーク オブジェクト グループ、およびポートの数が 5 の 1 つのポート オブジェクト グループが
あるとします。この場合に送信元から宛先へのポートを許可すると、拡張アクセス リスト内の ACE の
数が 50,000 （5 x 100 x 100）になります。
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オブジェクト グループの追加
ここでは、オブジェクト グループの追加方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「プロトコル オブジェクト グループの追加」（P.13-13）
• 「ネットワーク オブジェクト グループの追加」（P.13-13）
• 「サービス オブジェクト グループの追加」（P.13-14）
• 「ICMP タイプ オブジェクト グループの追加」（P.13-15）

プロトコル オブジェクト グループの追加
プロトコル オブジェクト グループを追加または変更する手順は、次のとおりです。グループを追加し
た後、同じグループ名でこの手順を繰り返し、追加のオブジェクトを指定することで、必要に応じてさ
らにオブジェクトを追加できます。既存のオブジェクトを再入力する必要はありません。設定済みのコ
マンドは、コマンドの no 形式で削除するまで残ります。
プロトコル グループを追加する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、プロトコル グループを追加します。
hostname(config)# object-group protocol grp_id

grp_id は、最大 64 文字の文字列です。
プロンプトがプロトコル コンフィギュレーション モードに変わります。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、説明を追加します。
hostname(config-protocol)# description text

説明には、最大 200 文字を使用できます。
ステップ 3

プロトコルごとに次のコマンドを入力して、グループのプロトコルを定義します。
hostname(config-protocol)# protocol-object protocol

protocol は、特定の IP プロトコルを表す識別番号（1 ～ 254）または識別キーワード（icmp、tcp、ま
たは udp）です。すべての IP プロトコルを含めるには、キーワード ip を使用します。指定が可能なプ
ロトコルのリストについては、「プロトコルとアプリケーション」（P.E-11）を参照してください。

たとえば、TCP、UDP、および ICMP に対応するプロトコル グループを作成する場合は、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# object-group protocol tcp_udp_icmp
hostname(config-protocol)# protocol-object tcp
hostname(config-protocol)# protocol-object udp
hostname(config-protocol)# protocol-object icmp

ネットワーク オブジェクト グループの追加
ネットワーク オブジェクト グループを追加または変更する手順は、次のとおりです。グループを追加
した後、同じグループ名でこの手順を繰り返し、追加のオブジェクトを指定することで、必要に応じて
さらにオブジェクトを追加できます。既存のオブジェクトを再入力する必要はありません。設定済みの
コマンドは、コマンドの no 形式で削除するまで残ります。
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（注）

ネットワーク オブジェクト グループは、アクセス リストのタイプに応じて IPv4 アドレスおよび IPv6
アドレスをサポートします。IPv6 アクセス リストの詳細については、「IPv6 アクセス リストの設定」
（P.10-5）を参照してください。
ネットワーク グループを追加する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

次のコマンドを入力して、ネットワーク グループを追加します。
hostname(config)# object-group network grp_id

grp_id は、最大 64 文字の文字列です。
プロンプトがネットワーク コンフィギュレーション モードに変わります。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、説明を追加します。
hostname(config-network)# description text

説明には、最大 200 文字を使用できます。
ステップ 3

ネットワークまたはアドレスごとに次のコマンドを入力して、グループのネットワークを定義します。
hostname(config-network)# network-object {host ip_address | ip_address mask}

たとえば、3 人の管理者の IP アドレスからなるネットワーク グループを作成する場合は、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# object-group network admins
hostname(config-network)# description Administrator Addresses
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.4
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.78
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.34

サービス オブジェクト グループの追加
サービス オブジェクト グループを追加または変更する手順は、次のとおりです。グループを追加した
後、同じグループ名でこの手順を繰り返し、追加のオブジェクトを指定することで、必要に応じてさら
にオブジェクトを追加できます。既存のオブジェクトを再入力する必要はありません。設定済みのコマ
ンドは、コマンドの no 形式で削除するまで残ります。
サービス グループを追加する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、サービス グループを追加します。
hostname(config)# object-group service grp_id {tcp | udp | tcp-udp}

grp_id は、最大 64 文字の文字列です。
追加するサービス（ポート）に対応するプロトコルを指定します。tcp、udp、または tcp-udp キー
ワードのいずれかになります。DNS（ポート 53）のように、サービスが同じポート番号で TCP と
UDP の両方を使用する場合は、tcp-udp キーワードを入力します。
プロンプトがサービス コンフィギュレーション モードに変わります。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、説明を追加します。
hostname(config-service)# description text
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説明には、最大 200 文字を使用できます。
ステップ 3

ポートまたはポート範囲ごとに次のコマンドを入力して、グループのポートを定義します。
hostname(config-service)# port-object {eq port | range begin_port end_port}

使用できるキーワードおよび予約済みポート割り当てのリストについては、「プロトコルとアプリケー
ション」（P.E-11）を参照してください。

たとえば、DNS（TCP/UDP）、LDAP（TCP）、および RADIUS（UDP）からなるサービス グループ
を作成する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# object-group service services1 tcp-udp
hostname(config-service)# description DNS Group
hostname(config-service)# port-object eq domain
hostname(config-service)#
hostname(config-service)#
hostname(config-service)#
hostname(config-service)#

object-group service services2 udp
description RADIUS Group
port-object eq radius
port-object eq radius-acct

hostname(config-service)# object-group service services3 tcp
hostname(config-service)# description LDAP Group
hostname(config-service)# port-object eq ldap

ICMP タイプ オブジェクト グループの追加
ICMP タイプ オブジェクト グループを追加または変更する手順は、次のとおりです。グループを追加
した後、同じグループ名でこの手順を繰り返し、追加のオブジェクトを指定することで、必要に応じて
さらにオブジェクトを追加できます。既存のオブジェクトを再入力する必要はありません。設定済みの
コマンドは、コマンドの no 形式で削除するまで残ります。
ICMP タイプ グループを追加する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、ICMP タイプ グループを追加します。
hostname(config)# object-group icmp-type grp_id

grp_id は、最大 64 文字の文字列です。
プロンプトが ICMP タイプ コンフィギュレーション モードに変わります。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、説明を追加します。
hostname(config-icmp-type)# description text

説明には、最大 200 文字を使用できます。
ステップ 3

タイプごとに次のコマンドを入力して、グループの ICMP タイプを定義します。
hostname(config-icmp-type)# icmp-object icmp_type

ICMP タイプのリストについては、「ICMP タイプ」（P.E-16）を参照してください。

たとえば、（ping を制御する）echo-reply および echo からなる ICMP タイプ グループを作成する場合
は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# object-group icmp-type ping
hostname(config-service)# description Ping Group
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hostname(config-icmp-type)# icmp-object echo
hostname(config-icmp-type)# icmp-object echo-reply

オブジェクト グループのネスト
オブジェクト グループを同じタイプの別のオブジェクト グループにネストする場合は、
「オブジェクト
グループの追加」（P.13-13）に従って、ネストするグループを先に作成します。さらに、次の作業を行
います。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、別のオブジェクト グループをネストするオブジェクト グループを追加また
は編集します。
hostname(config)# object-group {{protocol | network | icmp-type} grp_id | service grp_id
{tcp | udp | tcp-udp}}

ステップ 2

次のコマンドを入力して、ステップ 1 で指定したオブジェクト グループの中に指定のグループを追加
します。
hostname(config-group_type)# group-object grp_id

ネストするグループは、同じタイプである必要があります。
ネストしたグループ オブジェクトと通常のオブジェクトは、単一のオブジェクト グループ内でさまざ
まに組み合わせることができます。

各部門の権限のあるユーザからなるネットワーク オブジェクト グループを作成する例を示します。
hostname(config)# object-group network eng
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.5
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.9
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.89
hostname(config-network)# object-group network hr
hostname(config-network)# network-object host 10.1.2.8
hostname(config-network)# network-object host 10.1.2.12
hostname(config-network)# object-group network finance
hostname(config-network)# network-object host 10.1.4.89
hostname(config-network)# network-object host 10.1.4.100

その後、3 つすべてのグループを次のようにネストします。
hostname(config)# object-group network
hostname(config-network)# group-object
hostname(config-network)# group-object
hostname(config-network)# group-object

admin
eng
hr
finance

ACE では次のように管理オブジェクト グループを指定するだけです。
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip object-group admin host
209.165.201.29

アクセス リストでのオブジェクト グループの使用
アクセス リストでオブジェクト グループを使用するには、標準プロトコル（protocol）、ネットワーク
（source_address mask など）、サービス（operator port）、または ICMP タイプ（icmp_type）パラメー
タを object-group grp_id パラメータに置き換えます。
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たとえば、access-list {tcp | udp} コマンドで使用できるすべてのパラメータにオブジェクト グループ
を使用する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list access_list_name [line line_number] [extended] {deny |
permit} {tcp | udp} object-group nw_grp_id [object-group svc_grp_id] object-group
nw_grp_id [object-group svc_grp_id]

すべてのパラメータにオブジェクト グループを使用する必要はありません。たとえば、送信元アドレ
スにオブジェクト グループを使用すれば、宛先アドレスはアドレスとマスクで特定できるといったこ
とが可能です。
次に示す、オブジェクト グループを使用しない通常のアクセス リストでは、内部ネットワーク上のい
くつかのホストがいくつかの Web サーバへのアクセスを禁止されます。その他のトラフィックはすべ
て許可されます。
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
eq www
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.4 host 209.165.201.29
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.78 host 209.165.201.29
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.89 host 209.165.201.29
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.4 host 209.165.201.16
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.78 host 209.165.201.16
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.89 host 209.165.201.16
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.4 host 209.165.201.78
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.78 host 209.165.201.78
access-list ACL_IN extended deny tcp host 10.1.1.89 host 209.165.201.78
access-list ACL_IN extended permit ip any any
access-group ACL_IN in interface inside

2 つのネットワーク オブジェクト グループ（内部ホスト用に 1 つ、Web サーバ用に 1 つ）を作成する
と、コンフィギュレーションが簡略化され、簡単に修正してホストを追加できるようになります。
hostname(config)# object-group network denied
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.4
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.78
hostname(config-network)# network-object host 10.1.1.89
hostname(config-network)#
hostname(config-network)#
hostname(config-network)#
hostname(config-network)#

object-group network web
network-object host 209.165.201.29
network-object host 209.165.201.16
network-object host 209.165.201.78

hostname(config-network)# access-list ACL_IN extended deny tcp object-group denied
object-group web eq www
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any
hostname(config)# access-group ACL_IN in interface inside

オブジェクト グループの表示
現在設定されているオブジェクト グループを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show object-group [protocol | network | service | icmp-type | id grp_id]
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パラメータを指定しないでコマンドを入力すると、設定されているすべてのオブジェクト グループが
表示されます。
次に、show object-group コマンドの出力例を示します。
hostname# show object-group
object-group network ftp_servers
description: This is a group of FTP servers
network-object host 209.165.201.3
network-object host 209.165.201.4
object-group network TrustedHosts
network-object host 209.165.201.1
network-object 192.168.1.0 255.255.255.0
group-object ftp_servers

オブジェクト グループの削除
オブジェクト グループを削除するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

（注）

アクセス リストで使用中のオブジェクト グループは、削除することも空にすることもできません。

• 特定のオブジェクト グループを削除する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no object-group grp_id

• 指定したタイプのオブジェクト グループをすべて削除する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear object-group [protocol | network | services | icmp-type]

タイプを入力しない場合、すべてのオブジェクト グループが削除されます。

アクセス リストへのコメントの追加
拡張アクセス リスト、EtherType アクセス リスト、標準アクセス リストをはじめ、あらゆるアクセス
リストでエントリに関するコメントを追加できます。コメントにより、アクセス リストが理解しやす
くなります。
次のコマンドを入力して、アクセス リストにコメントを追加します。
hostname(config)# access-list access_list_name [line line_number] remark text

任意のアクセス リスト名を指定して access-list remark コマンドを入力すると、line の番号を指定した
場合を除き、そのアクセス リストの末尾にコメントが追加されます。

clear configure access-list access_list_name コマンドを使用してアクセス リストを削除すると、コメ
ントもすべて削除されます。
テキストは 100 文字まで指定できます。テキストの先頭にスペースを入力できます。末尾のスペース
は無視されます。
たとえば、各 ACE の前にコメントを追加すると、アクセス リスト内のその位置にコメントが入りま
す。コメント テキストの前にダッシュ（-）を入力すると、ACE との区別が容易になります。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
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access-list
access-list
access-list
access-list

OUT
OUT
OUT
OUT

remark extended
remark extended

this is the inside admin address
permit ip host 209.168.200.3 any
this is the hr admin address
permit ip host 209.168.200.4 any

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 13 章

アクセス リストでのトラフィックの識別
アクセス リスト グループ最適化

アクセス リスト グループ最適化
アクセス リスト最適化機能では、重複した ACE と競合した ACE の結合や削除によって、アクセス リ
ストのセマンティックに影響を与えることなくグループ当たりの ACE の数が削減されます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクセス リスト グループ最適化の機能」（P.13-19）
• 「アクセス リスト グループ最適化の設定」（P.13-21）

アクセス リスト グループ最適化の機能
最適化の実行中に、2 つのルールを結合できるかどうかを判別するために、4 つのケース（サブセット、
スーパーセット、隣接、および重複）が検査されます。

• サブセット：ルール x がルール y のサブセットである場合、ルール x はルール y に下位結合されま
す。
最適化前
access-list test extended permit tcp 10.1.1.1 255.255.255.255 any eq 80 [rule x]
access-list test extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any [rule y]

最適化後
access-list test extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any [rule y]

• スーパーセット：ルール x がルール y のスーパーセットである場合、ルール y はルール x に上位結
合されます。
最適化前
access-list test extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.0 any [rule x]
access-list test extended permit udp 10.1.1.1 255.255.255.255 any [rule y]

最適化後
access-list test extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.0 any [rule x]

• 隣接：ルール x がルール y に隣接している場合、ルール y はルール x に上位結合されます。
最適化前
access-list test extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.128 any [rule x]
access-list test extended permit ip 10.1.1.128 255.255.255.128 any [rule y]

最適化後
access-list test extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 any [rule x]

• 重複：ルール x がルール y と重複している場合、ルール y はルール x に上位結合されます。
最適化前
access-list test extended permit tcp any any range 50 100 [rule x]
access-list test extended permit tcp any any range 60 120 [rule y]

最適化後
access-list test extended permit tcp any any range 50 120 rule x]
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（注）

重複した 2 つのルール間のアクセス リストに競合したルールが存在する場合、これらのルールの結合
はできません。

• 許可 / 拒否：ルール x がルール y およびルール z と重複しており、ルール y に異なる権限 / アクショ
ンが定義されている場合、ルール x とルール z は、両方のルールに同じ権限 / アクションが定義さ
れている場合でも結合できません。
最適化前
access-list test extended permit tcp any any range 50 100 [rule x]
access-list test extended deny tcp any any range 80 130 [rule y]
access-list test extended permit tcp any any range 60 120 [rule z]

最適化後
access-list test extended permit tcp any any range 50 100 [rule x]
access-list test extended deny tcp any any range 80 130 [rule y]
access-list test extended permit tcp any any range 60 120 [rule z]

• ロギング（default キーワードと disable キーワード）：「log default」キーワードが定義されたルー
ル x と「log disable」キーワードが定義されたルール y が重複している場合、ルール x とルール y
は、両方のルールに「permit」アクションが定義されている場合に限り結合できます。
最適化前
access-list test extended permit tcp any any range 50 100 log default [rule x]
access-list test extended permit tcp any any range 80 130 log disable [rule y]

最適化後
access-list test extended permit tcp any any range 50 130 log default [rule x]

最適化前
access-list test extended deny tcp any any range 50 100 log default [rule x]
access-list test extended deny tcp any any range 80 130 log disable [rule y]

最適化後
access-list test extended deny tcp any any range 50 100 log default [rule x]
access-list test extended deny tcp any any range 80 130 log disable [rule y]

• ロギング（syslog レベル / 時間範囲 / 非アクティブ）：ログ レベル、時間範囲、または非アクティブ
が定義されたルールは、他のルールと結合できません。このルールは、ブロッキング ルールにな
ることもあります。
最適化前
access-list test extended permit tcp any any range 50 100 [rule x]
access-list test extended permit tcp any any range 80 130 log critical [rule y]
access-list test extended permit tcp any any range 60 120 [rule z]

最適化後
access-list test extended permit tcp any any range 50 100 [rule x]
access-list test extended permit tcp any any range 80 130 log critical [rule y]
access-list test extended permit tcp any any range 60 120 [rule z]
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（注）

アクセス リスト最適化が適用されるのは、静的な拡張アクセス リストだけです。動的なアクセス リス
トは最適化されません。また、アクセス リストが AAA、ポリシー NAT、およびフィックスアップ モ
ジュールに結合された場合は、これらのルールの 2 つのコピーがシステム内に同時に存在することにな
ります。最適化されたコピーは、アクセス リストがアクセス グループに結合された場合に使用され、
最適化されていない元のコピーは、AAA、ポリシー NAT、およびフィックスアップに使用されます。

アクセス リスト グループ最適化の設定
アクセス リスト グループ最適化を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

アクセス リスト グループ最適化をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list optimization enable

アクセス リスト グループ最適化をディセーブルにする場合は、そのコマンドの no 形式を使用します。
ステップ 2

最適化されたアクセス リストに関する情報を表示するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config)# show access-list [id] [optimization [detail] [range low high]]

id 引数は、特定のアクセス リストを示します。detail キーワードは、最適化の詳細を示します。range
キーワードには、特定のアクセス リストの範囲を low 引数と high 引数で指定できます。
ステップ 3

最適化された実行コンフィギュレーションを指定の場所にコピーするには、次のコマンドを使用しま
す。
hostname(config)# copy optimized-running-config [url | running-config | startup-config |
system]

url 引数には、コピーする送信元ファイルまたは宛先ファイルを指定します（disk:、ftp:、または
tftp:）。
（注）

copy optimized-running-config コマンドは実行コンフィギュレーションを上書きするため、設定を保
存した場合に、実行コンフィギュレーションから object-group アクセス リストの行が失われる可能性
があります。通常、最適化されたコンフィギュレーションに含まれる通常 ACE は、オブジェクト グ
ループの ACE よりも多いため、この操作により、実行コンフィギュレーションのサイズが増大する可
能性があります。また、多数のアクセス リストが設定に含まれている場合は、この処理によって、サ
イズが 3 MB を超える大規模な設定ファイルが生成されることがあります。したがって、このコマンド
は、スタートアップ コンフィギュレーションのサイズ制限を超えないことが確実な場合に使用してく
ださい。

次に、最適化されたアクセス リスト設定の例を示します。
元のアクセス リスト設定を表示します。
hostname(config)# sh access-list
access-list test; 13 elements
access-list test line 1 extended
access-list test line 2 extended
access-list test line 3 extended
access-list test line 4 extended
access-list test line 4 extended
access-list test line 4 extended
access-list test line 4 extended
access-list test line 4 extended

test
permit
permit
permit
permit
permit
permit
permit
permit

tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

host 10.1.1.6 host 10.1.1.20 eq www (hitcnt=0) 0x1d3335f6
any host 10.1.1.90 eq ssh (hitcnt=0) 0x9f0b14e0
any host 10.1.1.90 eq ftp (hitcnt=0) 0x7d023e5f
any object-group dns-servers eq domain 0xb4b0751d
any host 10.10.10.5 eq domain (hitcnt=0) 0x9664696e
any host 10.10.10.6 eq domain (hitcnt=0) 0xde9a7aec
any host 10.10.10.7 eq domain (hitcnt=0) 0x5847c29a
any host 10.10.10.8 eq domain (hitcnt=0) 0xa4246eba
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access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list

test
test
test
test
test
test

line
line
line
line
line
line

4
5
6
7
8
9

extended
extended
extended
extended
extended
extended

permit
permit
permit
permit
permit
permit

tcp any host 10.10.10.9 eq domain (hitcnt=0) 0x85fc0e4a
udp any any eq domain (hitcnt=0) 0xbaf2384c
tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any (hitcnt=0) 0xd07a176b
icmp any any (hitcnt=0) 0xb422e9c2
udp any any neq domain (hitcnt=0) 0x8e2ee97e
tcp any host 10.10.10.5 (hitcnt=0) 0xaa819def

アクセス リスト グループ最適化をイネーブルにします。
hostname(config)# access-list optimization enable
ACL group optimization is enabled
hostname(config)#
Access Lists Optimization Complete
Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%

（注）

最適化をイネーブルにすると、ルールが最適化されて NP にダウンロードされます。最適化されていな
い元のルールは非アクティブになります。ルールの追加 / 削除は、最適化されていない元のアクセス リ
ストで実行する必要があります。新しいルールを追加 / 削除すると、最適化処理が繰り返された後、最
適化が終了したことを示す「アクセス リスト最適化完了」メッセージが表示されます。この処理期間
中のアクセス リスト情報には、最適化処理が完了するまで正確でないものもあります。
最適化されていない（元の）アクセス リストをもう一度表示します。
hostname(config)# show access-list test
access-list test; 13 elements
access-list test line 1 extended permit
access-list test line 2 extended permit
access-list test line 3 extended permit
access-list test line 4 extended permit
access-list test line 4 extended permit
access-list test line 4 extended permit
access-list test line 4 extended permit
access-list test line 4 extended permit
access-list test line 4 extended permit
access-list test line 5 extended permit
access-list test line 6 extended permit
access-list test line 7 extended permit
access-list test line 8 extended permit
access-list test line 9 extended permit

（注）

tcp host 10.1.1.6 host 10.1.1.20 eq www (hitcnt=*) 0x1d3335f6
tcp any host 10.1.1.90 eq ssh (hitcnt=*) 0x9f0b14e0
tcp any host 10.1.1.90 eq ftp (hitcnt=*) 0x7d023e5f
tcp any object-group dns-servers eq domain 0xb4b0751d
tcp any host 10.10.10.5 eq domain (hitcnt=*) 0x9664696e
tcp any host 10.10.10.6 eq domain (hitcnt=*) 0xde9a7aec
tcp any host 10.10.10.7 eq domain (hitcnt=*) 0x5847c29a
tcp any host 10.10.10.8 eq domain (hitcnt=*) 0xa4246eba
tcp any host 10.10.10.9 eq domain (hitcnt=*) 0x85fc0e4a
udp any any eq domain (hitcnt=*) 0xbaf2384c
tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any (hitcnt=0) 0xd07a176b
icmp any any (hitcnt=0) 0xb422e9c2
udp any any neq domain (hitcnt=*) 0x8e2ee97e
tcp any host 10.10.10.5 (hitcnt=0) 0xaa819def

一部のヒット カウント値はアスタリスク「*」で表されます。アスタリスクは、そのルールが別のルー
ルと結合されているため、ヒット カウント値が正確でないことを示します。最適化されたルールの
ヒット カウントは、結合されたルールと削除されたルールのすべてのヒット カウントを累積した値に
なります。結合されたルールまたは削除されたルールごとにヒット カウントを求める方法はありませ
ん。
最適化されたアクセス リストを表示します。
hostname(config)# show access-list test optimization
access-list test;
13 elements before optimization
7 elements after optimization
Reduction rate = 46%
access-list
access-list
0xde9a7aec
access-list
0xa4246eba
access-list
access-list
access-list
access-list

test line 2 extended permit tcp any host 10.1.1.90 range ftp ssh (hitcnt=0) 0x9f0b14e0
test line 4 extended permit tcp any 10.10.10.6 255.255.255.254 eq domain (hitcnt=0)
test line 4 extended permit tcp any 10.10.10.8 255.255.255.254 eq domain (hitcnt=0)
test
test
test
test

line
line
line
line

5 extended permit udp any any (hitcnt=0) 0xbaf2384c
6 extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any (hitcnt=0) 0xd07a176b
7 extended permit icmp any any (hitcnt=0) 0xb422e9c2
10 extended permit tcp any host 10.10.10.5 (hitcnt=0) 0xaa819def

最適化されたアクセス リストの詳細を表示します。
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hostname(config)# show access-list test optimization detail
access-list test;
13 elements before optimization
7 elements after optimization
Reduction rate = 46%
SUBSET rules
: 2
ADJACENT rules : 5
access-list test line 1 extended permit tcp host 10.1.1.6 host 10.1.1.20 eq www (hitcnt=0) 0x00000000
[Merged to 6: SUBSET]
access-list test line 2 extended permit tcp any host 10.1.1.90 range ftp ssh (hitcnt=0) 0x9f0b14e0
[(3)]
access-list test line 3 extended permit tcp any host 10.1.1.90 eq ftp (hitcnt=0) 0x00000000 [Merged to
2: ADJACENT]
access-list test line 4 extended permit tcp any object-group dns-servers eq domain 0xb4b0751d
access-list test line 4.1 extended permit tcp any host 10.10.10.5 eq domain (hitcnt=0) 0x00000000
[Merged to 9: SUBSET]
access-list test line 4.2 extended permit tcp any 10.10.10.6 255.255.255.254 eq domain (hitcnt=0)
0xde9a7aec [(4.3)]
access-list test line 4.3 extended permit tcp any host 10.10.10.7 eq domain (hitcnt=0) 0x00000000
[Merged to 4.2: ADJACENT]
access-list test line 4.4 extended permit tcp any 10.10.10.8 255.255.255.254 eq domain (hitcnt=0)
0xa4246eba [(4.5)]
access-list test line 4.5 extended permit tcp any host 10.10.10.9 eq domain (hitcnt=0) 0x00000000
[Merged to 4.4: ADJACENT]
access-list test line 5 extended permit udp any any (hitcnt=0) 0xbaf2384c [(8.1,8.2)]
access-list test line 6 extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any (hitcnt=0) 0xd07a176b [(1)]
access-list test line 7 extended permit icmp any any (hitcnt=0) 0xb422e9c2
access-list test line 8.1 extended permit udp any any lt domain (hitcnt=0) 0x00000000 [Merged to 5:
ADJACENT]
access-list test line 8.2 extended permit udp any any gt domain (hitcnt=0) 0x00000000 [Merged to 5:
ADJACENT]
access-list test line 9 extended permit tcp any host 10.10.10.5 (hitcnt=0) 0xaa819def [(4.1)]

（注）

ルール情報の中には、結合された時点で変更されるものもあります。ルール 2 は、ルール 3 と結合され
たために変更されました。最適化されていない元のルール 2 を表示する場合、ユーザは（たとえば、
show access-list test コマンドを使用して）最適化されていない（元の）アクセス リストを参照する必
要があります。
最適化されたアクセス リストの範囲 2 ～ 5 を表示します。
hostname(config)# show access-list test optimization range 2 5
access-list test;
13 elements before optimization
7 elements after optimization
Reduction rate = 46%
access-list
access-list
0xde9a7aec
access-list
0xa4246eba
access-list

test line 2 extended permit tcp any host 10.1.1.90 range ftp ssh (hitcnt=0) 0x9f0b14e0
test line 4 extended permit tcp any 10.10.10.6 255.255.255.254 eq domain (hitcnt=0)
test line 4 extended permit tcp any 10.10.10.8 255.255.255.254 eq domain (hitcnt=0)
test line 5 extended permit udp any any (hitcnt=0) 0xbaf2384c

最適化されたアクセス リストの範囲 6 ～ 9 の詳細を表示します。
hostname(config)# show access-list test optimization detail range 6 9
access-list test;
13 elements before optimization
7 elements after optimization
Reduction rate = 46%
SUBSET rules
: 2
ADJACENT rules : 5
access-list test line 6 extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any (hitcnt=0) 0xd07a176b [(1)]
access-list test line 7 extended permit icmp any any (hitcnt=0) 0xb422e9c2
access-list test line 8.1 extended permit udp any any lt domain (hitcnt=0) 0x00000000 [Merged to 5:
ADJACENT]
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access-list test line 8.2 extended permit udp any any gt domain (hitcnt=0) 0x00000000 [Merged to 5:
ADJACENT]
access-list test line 9 extended permit tcp any host 10.10.10.5 (hitcnt=0) 0xaa819def [(4.1)]

最適化が現在実行中のアクセス リストを表示します。
hostname(config)# show running-config access-list test optimization
access-list test extended permit tcp any host 10.1.1.90 range ftp ssh
access-list test extended permit tcp any 10.10.10.6 255.255.255.254 eq domain
access-list test extended permit tcp any 10.10.10.8 255.255.255.254 eq domain
access-list test extended permit udp any any
access-list test extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.0 any
access-list test extended permit icmp any any
access-list test extended permit tcp any host 10.10.10.5

元のアクセス リストを、最適化されたアクセス リストに置き換えます。
hostname(config)# copy optimized-running-config running-config
Destination filename [running-config]?
hostname(config)#
Access Lists Optimization Complete
Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%

（注）

アクセス リスト最適化を常時イネーブルにすると、計算リソースとメモリ リソースが無駄に消費され
ることがあります。最適化されたアクセス リストの結合方法に問題がない場合は、元のアクセス リス
トを、最適化されたアクセス リストに置き換えることができます。このアクションを実行すると、元
のアクセス リストがすべて消去される点に注意してください。最適化されたアクセス リストをコピー
したら、アクセス リスト最適化をディセーブルにすることができます。これは、最適化されたアクセ
ス リストを新たにコピーしても、さらに最適化されることがないためです。
アクセス リスト グループ最適化をディセーブルにします。
hostname(config)# no access-list optimization enable
Disabling ACL optimization will cause ACL rules get increased.
The non optimized rules might be more than the partition rule max
and might cause memory exhaustion to lose partial or all the
access-list configuration after disabling the optimization.
Please save a copy of your current optimized access-list config
before committing this command.
Continue ? [Y]es/[N]o:
ACL group optimization is disabled
hostname(config)# Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%
hostname(config)#

（注）

アクセス リスト最適化をディセーブルにする場合は、最適化されていない元のルールの数（ほとんど
の場合、最適化されたルールの数よりも多くなります）が、これらのルールを保存できるメモリの量を
超えることがある点に注意してください。この状況でディセーブル化を行うと、いくつかのルールが削
除されます。この場合は、アクセス リスト グループ最適化をディセーブルにする前に、元の設定の
バックアップを取っておくことを推奨します。

拡張アクセス リストのアクティベーションのスケジューリン
グ
ACE に時間範囲を適用して、各 ACE を特定の時刻および曜日にアクティブ化するようにスケジューリ
ングできます。ここでは、次の内容について説明します。
• 「時間範囲の追加」（P.13-25）
• 「時間範囲の ACE への適用」（P.13-26）
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時間範囲の追加
時間範囲を追加して時間ベースのアクセス リストを実装するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、時間範囲名を指定します。
hostname(config)# time-range name

ステップ 2

時間範囲として、定期時間範囲または絶対間範囲のどちらかを指定します。

（注）

ACL を非アクティブにするための指定の終了時刻の後、約 80 ～ 100 秒の遅延が発生する場合
があります。たとえば、指定の終了時刻が 3:50 の場合、この 3:50 は終了時刻に含まれている
ため、コマンドは、3:51:00 ～ 3:51:59 の間に呼び出されます。コマンドが呼び出された後、セ
キュリティ アプライアンスは現在実行されているすべてのタスクを終了し、コマンドに ACL
を無効にさせます。

time-range コマンド 1 つあたり複数の periodic エントリを使用できます。time-range コマンドに
absolute 値と periodic 値の両方を指定した場合、periodic コマンドは absolute 開始時間の到達後にだ
け評価され、absolute 終了時間の到達後には評価されません。
• 定期時間範囲：
hostname(config-time-range)# periodic days-of-the-week time to [days-of-the-week] time

days-of-the-week には次の値を指定できます。
– monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、saturday、および sunday
– daily
– weekdays
– weekend

time の形式は、hh:mm です。たとえば、8:00 は 8:00 a.m. です。20:00 は 8:00 p.m. です。
• 絶対時間範囲：
hostname(config-time-range)# absolute start time date [end time date]

time の形式は、hh:mm です。たとえば、8:00 は 8:00 a.m. です。20:00 は 8:00 p.m. です。
date の形式は、day month year です。たとえば、1 january 2006 と指定します。

次に、2006 年 1 月 1 日の午前 8 時に始まる絶対的な時間範囲の例を示します。終了時刻も終了日も指
定されていないため、時間範囲は事実上無期限になります。
hostname(config)# time-range for2006
hostname(config-time-range)# absolute start 8:00 1 january 2006

次に、平日の午前 8 時～午後 6 時に毎週繰り返される定期的な時間範囲の例を示します。
hostname(config)# time-range workinghours
hostname(config-time-range)# periodic weekdays 8:00 to 18:00
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時間範囲の ACE への適用
次のコマンドを入力して、時間範囲を ACE に適用します。
hostname(config)# access-list access_list_name [extended] {deny | permit}...[time-range
name]

access-list コマンド構文の詳細については、「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照してくださ
い。

（注）

ACE のロギングもイネーブルにするには、log キーワードを time-range キーワードの前に使用しま
す。inactive キーワードを使用して ACE をディセーブルにする場合は、inactive キーワードを最後の
キーワードとして使用します。
次の例では、「Sales」という名前のアクセス リストを「New_York_Minute」という名前の時間範囲に
バインドしています。
hostname(config)# access-list Sales line 1 extended deny tcp host 209.165.200.225 host
209.165.201.1 time-range New_York_Minute

アクセス リスト アクティビティのロギング
ここでは、拡張アクセス リストと Webtype アクセス リストにアクセス リスト ロギングを設定する方
法について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクセス リスト ロギングの概要」（P.13-26）
• 「ACE ロギングの設定」（P.13-27）
• 「拒否フローの管理」（P.13-28）

アクセス リスト ロギングの概要
デフォルトでは、拡張 ACE によってトラフィックが拒否された場合、FWSM は拒否されたパケットご
とにシステム ログ メッセージ 106023 を生成します。このメッセージの形式は次のとおりです。
%XXX-106023: Deny protocol src [interface_name:source_address/source_port] dst
interface_name:dest_address/dest_port [type {string}, code {code}] by access_group acl_id

FWSM が攻撃を受けると、拒否されたパケットに関して膨大な数のシステム ログ メッセージが生成さ
れることがあります。代わりに、システム ログ メッセージ 106100 を使用したロギングをイネーブル
にすることを推奨します。これにより、各 ACE の統計情報を入手し、生成されるシステム ログ メッ
セージの数を制限できます。または、すべてのロギングをディセーブルにする方法もあります。

（注）

ロギング メッセージは、アクセス リストの ACE によってのみ生成されます。アクセス リストの末尾
にある暗黙的な拒否によって生成されることはありません。拒否されたすべてのトラフィックでメッ
セージが生成されるようにする場合は、次のように、アクセス リストの末尾に暗黙的な ACE を手動で
追加します。
hostname(config)# access-list TEST deny ip any any log
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拡張 access-list コマンドの末尾に log オプションを指定すると、次の動作を設定できます。

• メッセージ 106023 の代わりにメッセージ 106100 をイネーブルにする。
• すべてのロギングをディセーブルにする。
• メッセージ 106023 を使用するデフォルト ロギングに戻る。
システム ログ メッセージ 106100 の形式は、次のとおりです。
%XXX-n-106100: access-list acl_id {permitted | denied} protocol
interface_name/source_address(source_port) -> interface_name/dest_address(dest_port)
hit-cnt number ({first hit | number-second interval})

メッセージ 106100 のロギングがイネーブルで、パケットが ACE と一致した場合、FWSM はフ
ロー エントリを作成して、指定された時間内で受信したパケットの数を追跡します。FWSM は、最初
のヒット時と各間隔の終了時に、その間隔での合計ヒット数を示すシステム ログ メッセージを生成し
ます。各間隔の終わりに、FWSM はヒット数を 0 にリセットします。1 つの間隔内で ACE と一致する
パケットがなかった場合、FWSM はそのフロー エントリを削除します。

（注）

ACL では SYN パケットだけが拒否されるため、別のタイプのパケットが入ってきた場合、そのパケッ
トはアクセス リストのヒット カウンタに示されません。SYN パケット以外のタイプの TCP パケット
（RST、SYN-ACK、ACK、PSH、および FIN）は、アクセス リストで廃棄される前に FWSM で廃棄
されます。SYN パケットの場合にかぎり、Adaptive Security Algorithm（ASA; アダプティブ セキュ
リティ アルゴリズム）でセッションを作成できるため、SYN パケットだけがアクセス リストで評価さ
れます。
フローは、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル、およびポートで定義されます。同じ 2
つのホスト間の新しい接続では、送信元ポートが異なる場合があるため、接続のための新しいフローが
作成されると、同じフローの増加は示されない場合があります。
確立された接続に属する、許可されたパケットをアクセス リストでチェックする必要はありません。
最初のパケットだけがロギングされ、ヒット数に含められます。ICMP などのコネクションレス型プロ
トコルの場合は、許可された場合でも、すべてのパケットが記録されます。拒否されたパケットはすべ
て記録されます。
システム ログ メッセージの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series
Router Firewall Services Module System Log Messages』を参照してください。

ACE ロギングの設定
ACE ロギングを設定する場合は、次の log オプションの説明を参照してください。
hostname(config)# access-list access_list_name [extended] {deny | permit}...[log [[level]
[interval secs] | disable | default]]

access-list コマンド構文の詳細については、「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照してくださ
い。

（注）

ACE の時間範囲もイネーブルにする場合、time-range キーワードの前に log キーワードを使用しま
す。inactive キーワードを使用して ACE をディセーブルにする場合は、inactive キーワードを最後の
キーワードとして使用します。
引数を指定せずに log オプションを入力すると、システム ログ メッセージ 106100 はデフォルト レベ
ル（6）とデフォルト間隔（300 秒）でイネーブルになります。次のオプションを参照してください。
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• level：0 ～ 7 の重大度。デフォルト値は 6 です。
• interval secs：システム ログ メッセージの時間間隔（秒単位）を 1 ～ 600 の範囲内で指定します。
デフォルト値は 300 です。この値は、非アクティブなフローを削除するためのタイムアウト値とし
て使用されます。

• disable：すべてのアクセス リスト ロギングをディセーブルにします。
• default：メッセージ 106023 のロギングをイネーブルにします。この設定は、log オプションがな
い場合と同じです。
次に、アクセス リストの設定例を示します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list outside-acl permit ip host 1.1.1.1 any log 7 interval 600
access-list outside-acl permit ip host 2.2.2.2 any
access-list outside-acl deny ip any any log 2
access-group outside-acl in interface outside

outside-acl の最初の ACE でパケットが許可された場合、FWSM は次のようなシステム ログ メッセー
ジを生成します。
%PIX-7-106100: access-list outside-acl permitted tcp outside/1.1.1.1(12345) ->
inside/192.168.1.1(1357) hit-cnt 1 (first hit)

この接続の 20 個の後続パケットは、外部インターフェイスに到達しますが、そのトラフィックをアク
セス リストでチェックする必要はなく、ヒット数も増加しません。

10 分と指定したインターバルの間に、同じホストでさらにもう 1 つ接続が開始された場合（送信元
ポートと宛先ポートは同じまま）、ヒット カウントは 1 だけ増え、10 分のインターバルの最後に次のよ
うなメッセージが表示されます。
%PIX-7-106100: access-list outside-acl permitted tcp outside/1.1.1.1(12345)->
inside/192.168.1.1(1357) hit-cnt 2 (600-second interval)

3 番めの ACE でパケットが拒否された場合、FWSM は次のようなシステム ログ メッセージを生成し
ます。
%PIX-2-106100: access-list outside-acl denied ip outside/3.3.3.3(12345) ->
inside/192.168.1.1(1357) hit-cnt 1 (first hit)

5 分のインターバル（デフォルト）の試行回数が 20 回だった場合、5 分経過後に次のようなメッセー
ジが表示されます。
%PIX-2-106100: access-list outside-acl denied ip outside/3.3.3.3(12345) ->
inside/192.168.1.1(1357) hit-cnt 21 (300-second interval)

拒否フローの管理
メッセージ 106100 のロギングをイネーブルにした場合に、パケットが ACE と一致すると、FWSM は
一定の間隔で受信したパケット数を追跡するフロー エントリを作成します。FWSM が ACE に使用す
るロギング フローは、最大で 64 K です。どの時点でも大量のフローが同時に存在する可能性がありま
す。メモリと CPU のリソースが無限に消費されないように、FWSM は同時に存在する拒否フロー数を
制限します。この限度が設定されるのは、（許可フローではなく）拒否フローだけです。これは、拒否
フローが攻撃を示す可能性があるためです。制限に達すると、FWSM は既存の拒否フローが期限切れ
になるまでロギング用の新しい拒否フローを作成しません。
たとえば、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）が開始された場合、FWSM は大量の拒否フローを短時間の
うちに作成する可能性があります。拒否フロー数を制限することによって、メモリおよび CPU リソー
スが無限に消費されることがなくなります。
拒否フローの最大数に達すると、FWSM はシステム ログ メッセージ 106100 を発行します。
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%XXX-1-106101: The number of ACL log deny-flows has reached limit (number).

拒否フローの最大数を設定し、拒否フロー アラート メッセージ（106101）のインターバルを設定する
場合は、次のコマンドを入力します。

• FWSM がロギングを停止するまで 1 つのコンテキストで許可される拒否フローの最大数を設定す
るには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list deny-flow-max number

number には、1 ～ 4096 の範囲内の値を入力します。4096 がデフォルトです。
• 拒否フローの最大数に達したことを示すシステム ログ メッセージ（106101）の発行間隔を設定す
るには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list alert-interval secs

seconds には、1 ～ 3600 の範囲内の値を入力します。300 がデフォルトです。
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フェールオーバーの設定
この章では、FWSM のフェールオーバー機能について説明します。2 つの FWSM を設定することで、
1 つに障害が発生しても、もう 1 つに操作を引き継がせることができます。フェールオーバー機能は
ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードの両方で使用で
き、コンテキスト モードはシングルでもマルチでもかまいません。
この章では、次の内容について説明します。

• 「フェールオーバーについて」（P.14-1）
• 「フェールオーバーの設定」（P.14-22）
• 「フェールオーバーの制御とモニタ」（P.14-43）
フェールオーバーの設定例については、「フェールオーバーの設定例」（P.B-19）を参照してください。

フェールオーバーについて
フェールオーバーの設定では、専用フェールオーバー リンク（および任意でステート リンク）を介し
て相互に接続された 2 つの同じ FWSM が必要です。アクティブなインターフェイスと装置のヘルスが
モニタされて、特定のフェールオーバー条件が満たされているかどうかが判定されます。条件が満たさ
れると、フェールオーバーが発生します。

FWSM では、アクティブ / アクティブ フェールオーバーとアクティブ / スタンバイ フェールオーバー
の 2 つのフェールオーバー設定がサポートされます。各フェールオーバー コンフィギュレーションに
は、フェールオーバーを判定および実行する独自の方式があります。
アクティブ / アクティブ フェールオーバーの場合は、どちらの装置もネットワーク トラフィックを渡
すことができます。これにより、ネットワークにロード バランシングを設定できます。アクティブ / ア
クティブ フェールオーバーは、マルチ コンテキスト モードで実行中の装置でのみ使用できます。
アクティブ / スタンバイ フェールオーバーでは、1 つの装置だけがトラフィックを渡すことができ、も
う 1 つの装置はスタンバイ状態で待機します。アクティブ / スタンバイ フェールオーバーは、シングル
コンテキスト モードで実行中の装置とマルチ コンテキスト モードで実行中の装置の両方で使用できま
す。
どちらのフェールオーバー設定でも、ステートフル フェールオーバーまたはステートレス（標準）
フェールオーバーがサポートされます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「フェールオーバーのシステム要件」（P.14-2）
• 「フェールオーバー リンクとステート リンク」（P.14-2）
• 「シャーシ内およびシャーシ間のモジュール配置」（P.14-3）
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• 「トランスペアレント ファイアウォールの要件」（P.14-7）
• 「アクティブ / スタンバイ フェールオーバーとアクティブ / アクティブ フェールオーバー」（P.14-8）
• 「標準フェールオーバーとステートフル フェールオーバー」（P.14-18）
• 「フェールオーバーのヘルス モニタ」（P.14-20）

フェールオーバーのシステム要件
ここでは、FWSM のフェールオーバー設定のソフトウェア要件とライセンス要件について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ソフトウェア要件」（P.14-2）
• 「ライセンス要件」（P.14-2）

ソフトウェア要件
フェールオーバー設定をした 2 つの装置は、同じメジャー（最初の番号）ソフトウェア バージョンお
よびマイナー（2 番めの番号）ソフトウェア バージョンを持つ必要があります。ただし、アップグレー
ド プロセス中は異なるソフトウェア バージョンを使用できます。たとえば、ある装置を Version 3.1(1)
から Version 3.1(2) にアップグレードして、フェールオーバーをアクティブのままにすることができま
す。ただし、長期的な互換性を保つため、両方の装置を同じバージョンにアップグレードすることを推
奨いたします。

ライセンス要件
両装置とも同じライセンスを持つ必要があります。ライセンスが一致しない場合、フェールオーバー
ペアは、擬似スタンバイ モードになり、フェールオーバーがディセーブルになります。アクティブ / ア
クティブ コンフィギュレーションの FWSM は、アクティブ / スタンバイ状態に戻りますが、トラ
フィックを転送しません。

フェールオーバー リンクとステート リンク
ここでは、フェールオーバー設定での 2 つの装置間の専用接続である、フェールオーバー リンクとス
テート リンクについて説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「フェールオーバー リンク」（P.14-2）
• 「ステート リンク」（P.14-3）

フェールオーバー リンク
フェールオーバー ペアの 2 台の装置は、フェールオーバー リンク経由で常に通信して、各装置の動作
ステータスを確認しています。このフェールオーバー リンクを介して次の情報が伝達されます。

• 装置の状態（アクティブまたはスタンバイ）
• Hello メッセージ（キープアライブ）
• ネットワーク リンク ステータス
• MAC アドレス交換
• 設定の複製と同期化
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注意

フェールオーバー リンクとステートフル フェールオーバー リンクを介して送信されたすべての情
報は、フェールオーバー キーで通信を保護しない限り、クリア テキストで送信されます。
フェールオーバー リンクでは、標準のネットワーキング インターフェイスとしては設定しない、
フェールオーバー通信専用の特別な VLAN インターフェイスを使用します。この VLAN は、フェール
オーバー リンク（および任意で使用するステート リンク）だけに使用する必要があります。フェール
オーバー リンクの VLAN を他の VLAN と共有すると、断続的にトラフィックの問題が発生したり、
ping や ARP の障害が発生したりすることがあります。シャーシ間のフェールオーバーでは、フェール
オーバー リンク用としてスイッチ上の専用インターフェイスを使用します。
マルチ コンテキスト モードで動作するシステムでは、フェールオーバー リンクはシステム コンテキス
トにあります。システム コンテキストに設定できるインターフェイスは、このインターフェイス、お
よび使用されている場合はステート リンクのみです。他のインターフェイスは、すべてセキュリティ
コンテキストに割り当てられ、セキュリティ コンテキスト内から設定されます。

（注）

フェールオーバー リンクの IP アドレスおよび MAC アドレスは、フェールオーバー時に変更されませ
ん。

ステート リンク
ステートフル フェールオーバーを使用するには、すべてのステート情報を渡すためのステート リンク
を設定する必要があります。このリンクはフェールオーバー リンクと同じでもかまいませんが、ス
テート リンク用に別の VLAN および IP アドレスを割り当てることを推奨します。ステート トラ
フィックはサイズが大きいことがあるので、別のリンクを使用した方がパフォーマンスは向上します。
ステート リンク インターフェイスは標準ネットワーキング インターフェイスとしては設定されず、ス
テートフル フェールオーバー通信のためにだけ使用されます。ステート リンクとフェールオーバー リ
ンクを共有する場合は、任意でフェールオーバー通信にも使用されます。
マルチコンテキスト モードでは、システム コンテキストにステート リンクが常時設定されます。シス
テム コンテキストには、このインターフェイスおよびフェールオーバー インターフェイスのみが存在
します。他のインターフェイスは、すべてセキュリティ コンテキストに割り当てられ、セキュリティ
コンテキスト内から設定されます。

（注）

注意

ステート リンク用の IP アドレスおよび MAC アドレスは、フェールオーバー実行後も変更されません。

フェールオーバー リンクとステートフル フェールオーバー リンクを介して送信されたすべての情
報は、フェールオーバー キーで通信を保護しない限り、クリア テキストで送信されます。

シャーシ内およびシャーシ間のモジュール配置
プライマリとセカンダリの FWSM は、同じスイッチ内または 2 台の異なるスイッチに搭載できます。
ここでは、各オプションについて説明します。

• 「シャーシ内フェールオーバー」（P.14-4）
• 「シャーシ間フェールオーバー」（P.14-4）
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シャーシ内フェールオーバー
セカンダリ FWSM をプライマリ FWSM と同じスイッチに搭載した場合は、モジュール レベルの障害
から保護する必要があります。モジュール レベルの障害のほか、スイッチ レベルの障害を保護するに
は、「シャーシ間フェールオーバー」（P.14-4）を参照してください。
両方の FWSM に同じ VLAN が割り当てられますが、ネットワーキングに参加するのはアクティブ モ
ジュールだけです。スタンバイ モジュールは、トラフィックを転送しません。
図 14-1 に、一般的なスイッチ間の構成を示します。
図 14-1

スイッチ内フェールオーバー
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VLAN 201

シャーシ間フェールオーバー
スイッチレベルの障害から保護するため、セカンダリ FWSM を別のスイッチに搭載することができま
す。FWSM は直接スイッチとフェールオーバーを調整するのではなく、スイッチと協調してフェール
オーバー操作を行います。スイッチのフェールオーバー設定については、スイッチのマニュアルを参照
してください。

FWSM 間でフェールオーバー通信を行うには、2 台のスイッチ間に、フェールオーバーおよびステー
ト VLAN を伝送するトランク ポートを設定することを推奨します。トランクにより、2 つの装置間の
フェールオーバー通信の障害リスクは最小限に抑えられます。
他の VLAN については、両方のスイッチがすべてのファイアウォール VLAN にアクセスでき、モニタ
対象 VLAN が両方のスイッチ間で正常に hello パケットを渡すことができるようにします。
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図 14-2 に、スイッチと FWSM の一般的な冗長構成を示します。2 台のスイッチ間のトランクは、
フェールオーバー FWSMVLAN（VLAN 10 と 11）を転送します。

（注）

FWSM のフェールオーバーはスイッチのフェールオーバーに依存しない独立した機能ですが、スイッ
チのフェールオーバーが発生した場合には、FWSM もそれに対応します。
図 14-2

通常の動作
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プライマリ FWSM に障害が発生すると、セカンダリ FWSM がアクティブになってファイアウォール
VLAN を通過します（図 14-3）。
図 14-3

FWSM の障害
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

VLAN 100
ࠬࠗ࠶࠴

ࠬࠗ࠶࠴

VLAN 200
ࡈࠚ࡞ࠝࡃ ࡦࠢ㧦

㓚ኂ
FWSM

࠻ࡦࠢ㧦
VLAN 10 ߣ 11

VLAN 203

VLAN 10
VLAN 11

ࠕࠢ࠹ࠖࡉ
FWSM

ࠛࡦࠫ࠾ࠕࡦࠣ

ࡑࠤ࠹ࠖࡦࠣ

VLAN 201

14-6

ౝㇱ

132921

VLAN 202

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 14 章

フェールオーバーの設定
フェールオーバーについて

スイッチ全体に障害が発生し、FWSM にも障害が発生した場合（電源切断など）には、スイッチと
FWSM の両方でセカンダリ ユニットへのフェールオーバーが実行されます（図 14-4）。
図 14-4

スイッチの障害
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トランスペアレント ファイアウォールの要件
トランスペアレント モードでフェールオーバー機能を使用しているときにループを回避するには、
BPDU の送信をサポートするスイッチ ソフトウェアを使用し、BPDU が許可されるように FWSM を
設定する必要があります。BPDU が自動的に許可されるスイッチ ソフトウェアのバージョンについて
は、「スイッチ ハードウェアおよびソフトウェアの互換性」（P.A-1）を参照してください。

FWSM 経由の BPDU を許可するには、EtherType ACL を設定して、「EtherType アクセス リストの追
加」（P.13-9）の説明のとおりに、両方のインターフェイスに適用します。
両モジュールが相手の存在を検出したり、フェールオーバー リンクが不正であったりするなど、両方
のモジュールが同時にアクティブのときに、ループが発生することがあります。両方の FWSM が 2 つ
の同じ VLAN 間でパケットをブリッジングするので、外部宛ての内部パケットが両方の FWSM に
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よって無限に複製され、ループが発生します（図 14-5 を参照）。BPDU がタイミングよく交換された
場合は、スパニング ツリー プロトコルによって、これらのループが遮断されます。ループを遮断する
には、VLAN 200 と VLAN 201 間で送信される BPDU をブリッジングする必要があります。
図 14-5

トランスペアレント モード時の潜在的なループ
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アクティブ / スタンバイ フェールオーバーとアクティブ / アクティブ フェー
ルオーバー
ここでは、各フェールオーバーの設定について詳しく説明します。ここでは、次の内容について説明し
ます。

• 「アクティブ / スタンバイ フェールオーバー」（P.14-8）
• 「アクティブ / アクティブ フェールオーバー」（P.14-13）
• 「使用するフェールオーバーのタイプの決定」（P.14-18）

アクティブ / スタンバイ フェールオーバー
ここでは、アクティブ / スタンバイ フェールオーバーを設定する手順について説明します。内容は次の
とおりです。

• 「アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの概要」（P.14-9）
• 「プライマリ / セカンダリ ステータスとアクティブ / スタンバイ ステータス」（P.14-9）
• 「デバイスの初期化とコンフィギュレーションの同期」（P.14-10）
• 「コマンドの複製」（P.14-11）
• 「フェールオーバーのトリガー」（P.14-12）
• 「フェールオーバーのアクション」（P.14-12）
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• 「アクティブ / スタンバイ フェールオーバーに関するフェールオーバーおよび制限事項」（P.14-13）
アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの概要
アクティブ / スタンバイ フェールオーバーでは、障害が発生した装置の機能を、スタンバイ FWSM に
引き継ぐことができます。アクティブ ユニットが故障すると、その装置はスタンバイ状態に変わり、
スタンバイ ユニットがアクティブ状態に変わります。アクティブになった装置は障害が発生した装置
の IP アドレス（トランスペアレント ファイアウォールの場合は管理 IP アドレス）と MAC アドレスを
推定して、トラフィックの転送を開始します。スタンバイ ステートに移行した装置は、スタンバイ IP
アドレス /MAC アドレスを引き継ぎます。ネットワーク デバイスで認識される MAC と IP のアドレス
対応は変わらないので、ネットワークのいずれの場所にも ARP エントリの変更やタイムアウトは発生
しません。

（注）

マルチコンテキスト モードでは、FWSM は装置全体（すべてのコンテキストを含む）のフェールオー
バーを行いますが、各コンテキストを個別にフェールオーバーすることはできません。

プライマリ / セカンダリ ステータスとアクティブ / スタンバイ ステータス
フェールオーバーの 2 台の装置の主要な違いは、一方がアクティブで一方がスタンバイであること、す
なわち、どちらの IP アドレスを使用し、どちらの装置がアクティブにトラフィックを転送するか、と
いうことです。ただし、プライマリ（設定に指定されている）かセカンダリかによって、両装置に多少
の違いがあります。

• 両方の装置が同時にスタート アップした場合（さらに動作ヘルスが等しい場合）、プライマリ ユ
ニットが常にアクティブ ユニットになります。

• プライマリ ユニットの MAC アドレスは常にアクティブ IP アドレスと組み合わされます。
• デフォルトでは、アクティブ FWSM に使用される MAC アドレスは、プライマリ FWSM の焼き
付け MAC アドレスに基づきます。
• 特定の状況では、次のような場合などに、アクティブ FWSM に使用される MAC アドレスが変更
されます。

–

ケース 1：フェールオーバー ペアのプライマリ FWSM が新しい FWSM で置き換えられた
場合

–

ケース 2：セカンダリ FWSM でプライマリ FWSM が検出されなかったため、セカンダリ
FWSM が起動し、アクティブになった場合

上記のケース 1 では、プライマリ FWSM が置き換えられ、フェールオーバー セットの一部になると、
すぐにセカンダリ / アクティブ FWSM で MAC アドレスが新しいプライマリ FWSM の MAC アドレス
に変更されます。
上記のケース 2 では、セカンダリ FWSM がプライマリ FWSM の焼き付け MAC アドレスを認識する
ことなく起動した場合、セカンダリ FWSM では、プライマリから情報が得られるまで独自の焼き付け
MAC アドレスが使用され、情報が得られた時点で MAC アドレスが交換されます。
セカンダリ / アクティブ FWSM で新しい MAC アドレスが適用されたときは常に、インターフェイス
IP アドレスの無償 ARP が送信されます。独自で所有する他の IP アドレスについては、無償 ARP は送
信されません。これらの他の IP アドレスは、スタティックおよびグローバル ステートメントではグ
ローバル IP アドレスで構成されます。したがって、セカンダリ / アクティブ FWSM の焼き付け MAC
アドレスが変更された場合は、FWSM に隣接するレイヤ 2 のデバイスで ARP テーブルを消去する必要
があります。そうしないと、それらのデバイスのグローバル IP アドレスの ARP エントリが古くなり、
無効になります。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

14-9

第 14 章

フェールオーバーの設定

フェールオーバーについて

デバイスの初期化とコンフィギュレーションの同期
設定の同期化は、フェールオーバー ペアの一方または両方のデバイスが起動するときに行われます。
設定は、常にアクティブ ユニットからスタンバイ ユニットに同期化されます。スタンバイ ユニットで
は初期起動が完了すると実行コンフィギュレーションがクリアされ（アクティブ ユニットとの通信に
必要なフェールオーバー コマンドを除きます）、アクティブ ユニットから自身の設定全体がスタンバイ
ユニットに送信されます。
アクティブ ユニットは、次の条件で判別されます。

• 装置がブートされ、ピアがすでにアクティブとして動作中であることを検出すると、その装置はス
タンバイ ユニットになります。

• 装置がブートされてピアを検出できないと、その装置はアクティブ ユニットになります。
• 両方の装置を同時に起動する場合、プライマリ ユニットがアクティブ ユニットになり、セカンダ
リ ユニットがスタンバイ ユニットになります。

（注）

セカンダリ ユニットがブートされてプライマリ ユニットを検出できないと、その装置はアクティブ ユ
ニットになります。セカンダリ ユニットは、アクティブ IP アドレスに独自の MAC アドレスを使用し
ます。ただし、プライマリ ユニットが使用可能になると、セカンダリ ユニットは MAC アドレスをプ
ライマリ ユニットの MAC アドレスに変更します。これにより、ネットワーク トラフィックが一時停
止することがあります。
設定の同期化が開始されると、アクティブ ユニットの FWSM コンソールで「Beginning configuration
replication: Sending to mate」というメッセージが表示されます。同期化が終了すると、FWSM コン
ソールで「End Configuration Replication to mate」というメッセージが表示されます。設定の同期化の
間、アクティブ ユニットに入力されたコマンドがスタンバイ ユニットに正しく複製されず、スタンバ
イ ユニットに入力されたコマンドがアクティブ ユニットから複製された設定によって上書きされるこ
とがあります。コンフィギュレーションの複製処理中には、フェールオーバー ペアのどちらの装置に
もコマンドを入力しないでください。コンフィギュレーションのサイズによって、複製は数秒で済むこ
とも数分かかることもあります。
アクティブ ユニットに write standby コマンドを入力すると、スタンバイ ユニットの実行コンフィ
ギュレーションが消去され（アクティブ ユニットとの通信に必要なフェールオーバー コマンドを除
く）、アクティブ ユニットはスタンバイ ユニットに設定全体を送信します。
マルチコンテキスト モードの場合、システム実行スペースに write standby コマンドを入力すると、
すべてのコンテキストが複製されます。あるコンテキスト内で write standby コマンドを入力すると、
コマンドはそのコンテキスト コンフィギュレーションだけを複製します。
スタンバイ ユニットでは、複製された設定は実行メモリにだけ保存されます。同期後の設定をフラッ
シュ メモリに保存する手順は、次のとおりです。

• シングルコンテキスト モードで、アクティブ ユニットに write memory コマンドを入力します。
コマンドはスタンバイ ユニットに複製され、コンフィギュレーションがフラッシュ メモリに書き
込まれます。

• マルチコンテキスト モードで、システム実行スペースからアクティブ ユニットに write memory
all コマンドを入力します。このコマンドにより、システム コンフィギュレーションとすべてのコ
ンテキスト コンフィギュレーションが保存されます。コマンドがスタンバイ ユニットに複製され、
設定がフラッシュ メモリに書き込まれます。外部のサーバにスタートアップ コンフィギュレー
ションがあるコンテキストは、ネットワーク経由で両方の装置からアクセスできます。そのため、
各装置で個別に保存する必要はありません。または、ディスク上のコンテキストを、アクティブ
ユニットから外部サーバにコピーし、それからスタンバイ ユニットのディスクにコピーできます。
スタンバイ ユニットで、装置がリロードされると、そのコンテキストが使用可能になります。
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（注）

プライマリ ユニットのメモリ パーティションの数またはサイズを以前に変更した場合（「ルール用のメ
モリの管理」（P.4-11）を参照）、セカンダリ ユニットで設定が同期されたら、即座にセカンダリ ユ
ニットをリロードしてメモリ パーティションが同じになるようにしてください。初回同期時には、設
定はセカンダリ ユニットのメモリ パーティションに正しく適合しない場合があります。ただし、リ
ロードして設定をもう一度同期すると、セカンダリ ユニットは正常な状態になります。

コマンドの複製
アクティブ ユニットにコマンドを入力すると、そのコマンドがフェールオーバー リンクを通してスタ
ンバイ ユニットに送信されます。コマンドの複製は常に、アクティブ ユニットからスタンバイ ユニッ
トの方向に行われます。複製されたコマンドは、スタンバイ ユニットの実行コンフィギュレーション
に保存されます。実行コンフィギュレーションをアクティブ ユニットのスタートアップ コンフィギュ
レーションに保存すると、実行コンフィギュレーションがスタンバイ ユニットのスタートアップ コン
フィギュレーションに保存されます。ただし、コマンドを複製するために、アクティブ コンフィギュ
レーションをフラッシュ メモリに保存する必要はありません。

（注）

FWSM では、RSA キーはプライマリ ユニットからセカンダリ ユニットに同期されません。
スタンバイ ユニットに複製されるコマンドは、次のとおりです。

• mode および failover lan unit コマンドを除く、すべてのコンフィギュレーション コマンド
• copy running-config startup-config
• delete
• mkdir
• rename
• rmdir
• write memory
スタンバイ ユニットに複製されないコマンドは、次のとおりです。

• copy running-config startup config を除く、すべての形式の copy コマンド
• write memory を除く、すべての形式の write コマンド
• asdm disconnect
• debug
• failover lan unit
• failover suspend-config-sync
• mode
• show
• ssh disconnect
スタンバイ ユニットで行われた変更は、アクティブ ユニットへは複製されません。スタンバイ ユニッ
「**** WARNING **** Configuration Replication is NOT
ト上でコマンドを入力すると、FWSM に、
performed from Standby unit to Active unit. Configurations are no longer synchronized.」
（警告：スタンバイ ユニットからアクティブ ユニットへの設定の複製は実行できません。設定は同期化
されません）というメッセージが表示されます。これでコンフィギュレーションは同期しません。 このメッ
セージは、コンフィギュレーションに影響しない数多くのコマンドを入力したときにも表示されます。
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フェールオーバーのトリガー
次のいずれかのイベントが発生した場合、装置が故障する可能性があります。

• 装置でハードウェア障害または電源断が発生した。
• 装置でソフトウェア障害が発生した。
• 多くのモニタ対象インターフェイスが故障した。
• アクティブ ユニット上に no failover active コマンドが入力された場合、またはスタンバイ ユニッ
ト上に failover active コマンドが入力された場合
フェールオーバーのアクション
アクティブ / スタンバイ フェールオーバーでは、フェールオーバーは装置単位で発生します。マルチコ
ンテキスト モードで実行されているシステムであっても、アクティブ / スタンバイ フェールオーバー
では、個別のコンテキストまたはコンテキスト グループのフェールオーバーを行うことはできません。
表 14-1 に、各障害イベントに対するフェールオーバー アクションを示します。この表には、各障害イ
ベントに対して、フェールオーバー ポリシー（フェールオーバーまたはフェールオーバーなし）、アク
ティブ ユニットが行うアクション、スタンバイ ユニットが行うアクション、およびフェールオーバー
条件とアクションに関する特別な注意事項を示します。
表 14-1

フェールオーバー動作

アクティブ アク
ション

スタンバイ アク
ション

フェール
オーバー

n/a

アクティブになる

フェール
オーバーし
ない

スタンバイになる

フェール
オーバーし
ない

スタンバイに故障と n/a
マークする

スタンバイ ユニットが障害装置し
てマークされた場合、インター
フェイスの障害数がしきい値を超
過しても、アクティブ ユニットは
フェールオーバーを試行しません。

運用時のフェールオーバー リ フェール
ンクの障害
オーバーし
ない

フェールオーバー
フェールオーバー
インターフェイスに インターフェイス
故障とマークする
に故障とマークす
る

フェールオーバー リンクがダウン
している間、装置はスタンバイ ユ
ニットにフェールオーバーできな
いため、できるだけ早くフェール
オーバー リンクを復元する必要が
あります。

スタートアップ時にフェール フェール
オーバー リンクに障害が発生 オーバーし
した
ない

フェールオーバー
アクティブになる
インターフェイスに
故障とマークする

起動時にフェールオーバー リンク
がダウンした場合、両方の装置が
アクティブになります。

ステート リンクの障害

アクションなし

ステート情報が更新されず、
フェールオーバーが発生すると
セッションは終了します。

障害イベント
アクティブ ユニットの障害
（電源またはハードウェア）

以前にアクティブであった装
置の復旧
スタンバイ ユニットが故障
（電源またはハードウェア）
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ポリシー

フェール
オーバーし
ない

アクティブに故障
とマークする
アクションなし

アクションなし

注記
モニタ対象インターフェイスまた
はフェールオーバー リンクで
hello メッセージは受信されませ
ん。
なし。
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表 14-1

障害イベント

フェールオーバー動作 （続き）

ポリシー

アクティブ アク
ション

スタンバイ アク
ション

注記

アクティブ ユニットにおける フェール
しきい値を超えたインター
オーバー
フェイス障害

アクティブに故障と アクティブになる
マークする

なし。

スタンバイ ユニットにおける フェール
しきい値を超えたインター
オーバーし
フェイス障害
ない

アクションなし

スタンバイ ユニットが障害装置と
してマークされた場合、インター
フェイスの障害数がしきい値を超
過しても、アクティブ ユニットは
フェールオーバーを試行しません。

スタンバイに故障
とマークする

アクティブ / スタンバイ フェールオーバーに関するフェールオーバーおよび制限事項

FWSM のスーパーバイザ エンジンでファイアウォール自動ステートが設定されている場合、状況に
よっては、スパニング ツリー プロトコル（STP）機能に影響があります。たとえば、FWSM がトラン
スペアレント モードで、Rapid-PVST を使用して FWSM 経由でブリッジ プロトコル データ ユニット
（BPDU）メッセージを転送する場合、アクティブ / スタンバイの設定に 45 秒から 3 分かかることがあ
ります。設定時間を改善するには、FWSM 経由の BPDU 転送を停止するか、PVST および
Rapid-PVST の混合形式を使用できます。

アクティブ / アクティブ フェールオーバー
この項では、アクティブ / アクティブ フェールオーバーについて説明します。ここでは、次の内容につ
いて説明します。

• 「アクティブ / アクティブ フェールオーバーの概要」（P.14-13）
• 「プライマリ / セカンダリ ステータスとアクティブ / スタンバイ ステータス」（P.14-14）
• 「デバイスの初期化とコンフィギュレーションの同期」（P.14-14）
• 「コマンドの複製」（P.14-15）
• 「フェールオーバーのトリガー」（P.14-16）
• 「フェールオーバーのアクション」（P.14-17）
アクティブ / アクティブ フェールオーバーの概要
アクティブ / アクティブ フェールオーバーは、マルチ コンテキスト モードの FWSM でのみ使用できま
す。アクティブ / アクティブ フェールオーバー コンフィギュレーションでは、両方の FWSM がネット
ワーク トラフィックを渡すことができます。
アクティブ / アクティブ フェールオーバーでは、FWSM のセキュリティ コンテキストをフェールオー
バー グループに分割します。フェールオーバー グループは、1 つまたは複数のセキュリティ コンテキ
ストの論理グループです。FWSM に最大 2 つのフェールオーバー グループを作成できます。管理コン
テキストは常にフェールオーバー グループ 1 のメンバーで、デフォルトでは、割り当てられていない
セキュリティ コンテキストもすべてフェールオーバー グループ 1 のメンバーです。
フェールオーバー グループは、アクティブ / アクティブ フェールオーバーにおいてフェールオーバー
の基本単位を形成します。インターフェイス障害モニタリング、フェールオーバー、アクティブ / スタ
ンバイ ステータスはすべて、装置ではなくフェールオーバー グループの属性です。プライマリ ユニッ
トの MAC アドレスは、アクティブ コンテキストのすべてのインターフェイスで使用されます。
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アクティブ フェールオーバー グループに障害が発生すると、スタンバイ ステートに移行し、関連する
スタンバイ フェールオーバー グループがアクティブになります。アクティブになったフェールオー
バー グループのインターフェイスは、障害が発生したフェールオーバー グループのインターフェイス
の MAC アドレスと IP アドレスを推定します。スタンバイ ステートに移行したフェールオーバー グ
ループのインターフェイスは、スタンバイ フェールオーバー グループの MAC アドレスと IP アドレス
を引き継ぎます。

（注）

あるフェールオーバー グループが装置上で故障したというのは、装置が故障したという意味ではあり
ません。その装置では、別のフェールオーバー グループが依然としてトラフィックを渡している場合
があります。
フェールオーバー グループを作成する場合、アクティブ ステートのフェールオーバー グループ 1 を持
つ装置上に作成する必要があります。

プライマリ / セカンダリ ステータスとアクティブ / スタンバイ ステータス
アクティブ / スタンバイ フェールオーバーと同様、アクティブ / アクティブ フェールオーバー ペアの 1
つの装置がプライマリ ユニットに指定され、もう 1 つの装置がセカンダリ ユニットに指定されます。
アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの場合とは異なり、両方の装置が同時に起動された場合、こ
の指定ではどちらの装置がアクティブになるか指示しません。代わりに、プライマリ / セカンダリの指
定で、ペアに実行コンフィギュレーションを提供する装置、および両方の装置を同時に起動したときに
フェールオーバー グループがアクティブ ステートとして表示される装置が決まります。
設定内の各フェールオーバー グループには、プライマリ ユニットまたはセカンダリ ユニットのプリ
ファレンスが指定されます。このプリファレンスにより、両方の装置を同時に起動したときに、グルー
プのコンテキストがアクティブ ステートになるフェールオーバー ペアの装置が決まります。ペアの一
方の装置にアクティブ状態の両方のフェールオーバー グループを含めて、もう一方の装置にスタンバ
イ状態のフェールオーバー グループを含めることができます。ただし、一般的な設定では、各フェー
ルオーバー グループに別々のロール プリファレンスを割り当てて、それぞれを別の装置上でアクティ
ブにすることでデバイスにトラフィックを分散させます。

（注）

FWSM ではロード バランシング サービスは提供されていません。ロード バランシングは、FWSM に
トラフィックを転送するルータで処理する必要があります。

デバイスの初期化とコンフィギュレーションの同期
設定の同期化は、フェールオーバー ペアの一方または両方の装置が起動するときに行われます。
ピア装置が使用できない間、装置を起動すると、フェールオーバー グループおよび装置のプライマリ /
セカンダリ指定に関係なく、両方のフェールオーバー グループがその装置上でアクティブになります。
設定の同期化は行われません。ピア装置が使用できない理由として、ピア装置の電源が切られている、
ピア装置が障害ステートにある、装置間のフェールオーバー リンクが確立されていない、などがあり
ます。
ピア装置がアクティブの間、（両方のフェールオーバー グループをアクティブにして）装置を起動する
と、起動している装置はアクティブ ユニットに接続して実行コンフィギュレーションを取得します。
デフォルトでは、各フェールオーバー グループおよび装置のプライマリ / セカンダリ指定に関係なく、
フェールオーバー グループはアクティブ ユニット上でアクティブのままです（preempt コマンドで設
定されていないかぎり）。次のいずれかが発生するまで、フェールオーバー グループは最初の装置上で
アクティブのままになります。

• フェールオーバー状態により、フェールオーバー グループがピア装置上でアクティブになった。
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• no failover active コマンドを使用して、フェールオーバー グループをピア装置上で強制的に手動
でアクティブにした。

• フェールオーバー グループの優先装置が使用可能になったときに、preempt コマンドにより、そ
の装置上でフェールオーバー グループを強制的にアクティブにした。
両方の装置を同時に起動すると、プライマリ ユニットがアクティブ ユニットになります。セカンダリ
ユニットは、プライマリ ユニットから実行コンフィギュレーションを取得します。設定が同期される
と、各フェールオーバー グループはその優先装置上でアクティブになります。

（注）

プライマリ ユニットのメモリ パーティションの数またはサイズを以前に変更した場合（「ルール用のメ
モリの管理」（P.4-11）を参照）、セカンダリ ユニットで設定が同期されたら、即座にセカンダリ ユ
ニットをリロードしてメモリ パーティションが同じになるようにしてください。初回同期時には、設
定はセカンダリ ユニットのメモリ パーティションに正しく適合しない場合があります。ただし、リ
ロードして設定をもう一度同期すると、セカンダリ ユニットは正常な状態になります。

コマンドの複製
両方の装置が稼動した後、次のように、コマンドが一方の装置からもう一方の装置に複製されます。

• セキュリティ コンテキスト内で入力されたコマンドは、そのセキュリティ コンテキストがアク
ティブ状態で表示される装置からピア装置に複製されます。

（注）

あるコンテキストがある装置でアクティブ状態と見なされるのは、そのコンテキストが属する
フェールオーバー グループがその装置上でアクティブ状態である場合です。

• システム実行スペースに入力されたコマンドは、フェールオーバー グループ 1 がアクティブ状態
である装置から、フェールオーバー グループ 1 がスタンバイ状態である装置に複製されます。
• 管理コンテキストで入力されたコマンドは、フェールオーバー グループ 1 がアクティブ状態であ
る装置から、フェールオーバー グループ 1 がスタンバイ状態である装置に複製されます。
コマンドを適切な装置に入力せず、コマンドの複製が失敗した場合、設定は同期されません。次回、設
定の同期化を行ったときに、それらの変更内容が失われる可能性があります。
スタンバイ ユニットに複製されるコマンドは、次のとおりです。

• mode および failover lan unit コマンドを除く、すべてのコンフィギュレーション コマンド
• copy running-config startup-config
• delete
• mkdir
• rename
• rmdir
• write memory
スタンバイ ユニットに複製されないコマンドは、次のとおりです。

• copy running-config startup config を除く、すべての形式の copy コマンド
• write memory を除く、すべての形式の write コマンド
• asdm disconnect
• debug
• failover lan unit
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• failover suspend-config-sync
• mode
• show
• ssh disconnect

write standby コマンドを使用して、同期されなかった設定を再度同期化することができます。アク
ティブ / アクティブ フェールオーバーの場合、write standby コマンドは次のように機能します。
• write standby コマンドをシステム実行スペースに入力すると、FWSM のシステム コンフィギュ
レーションおよびすべてのセキュリティ コンテキストの設定がピア装置に書き込まれます。これ
には、スタンバイ状態のセキュリティ コンテキストのコンフィギュレーション情報が含まれます。
アクティブ状態のフェールオーバー グループ 1 を含む装置のシステム実行スペースでコマンドを
入力する必要があります。

• セキュリティ コンテキストで write standby コマンドを入力した場合は、そのセキュリティ コン
テキストのコンフィギュレーションだけがピア ユニットに書き込まれます。セキュリティ コンテ
キストがアクティブ状態で表示される装置のセキュリティ コンテキストでコマンドを入力する必
要があります。
複製されたコマンドは、ピア装置に複製された場合、フラッシュ メモリに保存されません。実行コン
フィギュレーションに追加されます。複製されたコマンドを両方の装置のフラッシュ メモリに保存す
るには、変更を加えた装置上で write memory コマンドまたは copy running-config startup-config コ
マンドを使用します。コマンドがピア装置に複製され、設定がそのピア装置上のフラッシュ メモリに
保存されます。

フェールオーバーのトリガー
アクティブ / アクティブ フェールオーバーでは、次のいずれかのイベントが発生すると、フェールオー
バーが装置レベルでトリガーされます。

• 装置でハードウェア障害が発生した。
• 装置で電源障害が発生した。
• 装置でソフトウェア障害が発生した。
• システム実行スペースに no failover active コマンドまたは failover active コマンドが入力された
場合
フェールオーバーは、次のいずれかのイベントが発生すると、フェールオーバー グループ レベルでト
リガーされます。

• フェールオーバー グループに属するコンテキストの、非常に多くのモニタ対象インターフェイス
で障害が発生した場合

• no failover active group group_id コマンドが入力された場合
フェールオーバー グループ内のインターフェイスの数または割合を指定することで各フェールオー
バー グループにフェールオーバーしきい値を設定します。故障したインターフェイスがこのしきい値
（インターフェイスの数または割合）を超えた場合にそのグループは故障したと判断されます。フェー
ルオーバー グループには複数のコンテキストを含めることができ、また各コンテキストには複数のイ
ンターフェイスを含めることができるので、1 つのコンテキストのインターフェイスがすべて故障して
も、そのコンテキストに関連するフェールオーバー グループが故障と判断されない可能性があります。
インターフェイスと装置のモニタリングの詳細については、「フェールオーバーのヘルス モニタ」
（P.14-20）を参照してください。
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フェールオーバーのアクション
アクティブ / アクティブ フェールオーバー設定では、フェールオーバーは、システムごとに発生するの
ではなく、フェールオーバー グループごとに発生します。たとえば、プライマリ ユニットで両方の
フェールオーバー グループをアクティブに割り当てている場合、フェールオーバー グループ 1 で障害
が発生すると、プライマリ ユニットではフェールオーバー グループ 2 がアクティブのまま残り、セカ
ンダリ ユニットではフェールオーバー グループ 1 がアクティブになります。

（注）

アクティブ / アクティブ フェールオーバーを設定する場合は、両方の装置の合計トラフィックが各装置
の容量以内になるようにしてください。
表 14-2 に、各障害イベントに対するフェールオーバー アクションを示します。各障害イベントに対し
て、ポリシー（フェールオーバーまたはフェールオーバーなし）、アクティブ フェールオーバー グルー
プのアクション、およびスタンバイ フェールオーバー グループのアクションを示します。

表 14-2

アクティブ / アクティブ フェールオーバーのフェールオーバー動作

アクティブ グ
ループのアク
ション

スタンバイ グ
ループのアク
ション

障害イベント

ポリシー

装置で電源断またはソフトウェア障
害が発生した

フェール
オーバー

スタンバイにな
り、故障とマー
クする

アクティブにな フェールオーバー ペアの装置が故
障すると、その装置のアクティブ
る
フェールオーバー グループはすべ
アクティブに故
て故障とマークされ、ピア装置の
障とマークする
フェールオーバー グループがアク
ティブになります。

アクティブ フェールオーバー グルー
プにおけるしきい値を超えたイン
ターフェイス障害

フェール
オーバー

アクティブ グ
ループに故障と
マークする

アクティブにな なし。
る

スタンバイ フェールオーバー グルー
プにおけるしきい値を超えたイン
ターフェイス障害

フェール
アクションなし
オーバーし
ない

スタンバイ グ
スタンバイ フェールオーバー グ
ループに故障と ループが障害フェールオーバー グ
ループとしてマークされた場合、
マークする
インターフェイスの障害数がしき
い値を超過しても、アクティブ
フェールオーバー グループは
フェールオーバーを試行しません。

以前にアクティブであったフェール
オーバー グループの復旧

フェール
アクションなし
オーバーし
ない

アクションなし preempt コマンドで設定された場
合を除き、フェールオーバー グ
ループは現在の装置上でアクティ
ブのままになります。

スタートアップ時にフェールオー
バー リンクに障害が発生した

フェール
アクティブにな
オーバーし る
ない

アクティブにな 起動時にフェールオーバー リンク
る
がダウンした場合、両方の装置上
の両方のフェールオーバー グルー
プがアクティブになります。

注記
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表 14-2

アクティブ / アクティブ フェールオーバーのフェールオーバー動作 （続き）

アクティブ グ
ループのアク
ション

スタンバイ グ
ループのアク
ション

障害イベント

ポリシー

ステート リンクの障害

フェール
アクションなし
オーバーし
ない

アクションなし ステート情報が更新されず、
フェールオーバーが発生すると
セッションは終了します。

運用時のフェールオーバー リンクの
障害

n/a
フェール
オーバーし
ない

n/a

注記

各装置で、フェールオーバー イン
ターフェイスが故障とマークされ
ます。フェールオーバー リンクが
ダウンしている間、装置はスタン
バイ ユニットにフェールオーバー
できないため、できるだけ早く
フェールオーバー リンクを復元す
る必要があります。

使用するフェールオーバーのタイプの決定
選択するフェールオーバー タイプは、FWSM の設定および FWSM の使用方法によって異なります。

FWSM をシングルモードで実行している場合、アクティブ / スタンバイ フェールオーバーだけ使用可
能です。アクティブ / アクティブ フェールオーバーは、FWSM をマルチコンテキスト モードで実行し
ている場合にだけ使用できます。FWSM をマルチ コンテキスト モードで動作させている場合は、アク
ティブ / アクティブ フェールオーバーまたはアクティブ / スタンバイ フェールオーバーを設定できま
す。
アップストリーム ルータを使用してロード バランシングを行っている場合は、アクティブ / アクティ
ブ フェールオーバーを使用します。ロード バランシングを行わない場合は、アクティブ / アクティブ
フェールオーバーまたはアクティブ / スタンバイ フェールオーバーのいずれかを使用します。
表 14-3 で、各フェールオーバー タイプの設定でサポートされる一部の機能を比較します。
表 14-3

フェールオーバー コンフィギュレーション機能のサポート

機能

アクティブ / アクティブ

アクティブ / スタンバイ

シングル コンテキスト モード

No

Yes

マルチ コンテキスト モード

Yes

Yes

ロード バランシング ネットワーク コンフィギュ
レーション

Yes

No

装置のフェールオーバー

Yes

Yes

コンテキスト グループのフェールオーバー

Yes

No

個別コンテキストのフェールオーバー

No

No

標準フェールオーバーとステートフル フェールオーバー
FWSM は、標準フェールオーバーとステートフル フェールオーバーの 2 つのタイプのフェールオー
バーをサポートします。ここでは、次の内容について説明します。

• 「標準フェールオーバー」（P.14-19）
• 「ステートフル フェールオーバー」（P.14-19）
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標準フェールオーバー
フェールオーバーが行われると、アクティブ接続はすべてドロップされます。新しいアクティブ ユ
ニットが引き継いだ後で、クライアントでは接続を再確立する必要があります。

ステートフル フェールオーバー
ステートフル フェールオーバーがイネーブルの場合、アクティブ ユニットは各接続ステート情報をス
タンバイ ユニットに渡し続けます。フェールオーバーが発生した後は、同じ接続情報を新しいアク
ティブ ユニットで使用できます。サポートされるエンドユーザ アプリケーションでは、同じ通信セッ
ションを維持するために接続し直す必要はありません。
スタンバイ ユニットに渡されるステート情報には、次のデータが含まれます。

• NAT 変換テーブル
• TCP 接続ステート
• UDP 接続ステート
• ARP テーブル
• レイヤ 2 ブリッジ テーブル（トランスペアレント ファイアウォール モードで実行している場合）
• HTTP 接続ステート（HTTP の複製がイネーブルになっている場合）
• ISAKMP および IPSec SA テーブル
• GTP PDP 接続データベース
• ユーザ認証（uauth）テーブル（非アクティブ タイムアウトの状態を除く）
ステートフル フェールオーバーがイネーブルの場合、次の情報はスタンバイ ユニットには渡されませ
ん。

• HTTP 接続テーブル（HTTP 複製がイネーブルでない場合）
• ルーティング テーブル
• DNS 接続
• マルチキャスト トラフィック情報

（注）

Cisco IP SoftPhone セッション中にフェールオーバーが発生した場合、通話セッション ステート情報は
スタンバイ ユニットに複製されるため、通話はアクティブのままになります。通話が中断されると、
IP SoftPhone クライアントは CallManager との接続を失います。これは、スタンバイ ユニットには
CTIQBE ハングアップ メッセージのセッション情報がないためです。IP SoftPhone クライアントは一
定時間内に CallManager から応答を受信しない場合、CallManager を到達不能と見なして自らを登録
解除します。
HA プロセスでは、OSPF データベースおよびルーティング テーブルは複製されません。FWSM 障害
が発生した場合は、トラフィック フローが再開される前にルーティング プロトコルをコンバージする
時間を確保してください。

（注）

トランスペアレント FWSM ではレイヤ 2 MAC テーブルに基づいて転送を行うため、ホスト ペアの一
方または両方が非アクティブであることが原因でこれらのホストの MAC テーブル エントリがタイム
アウトしても、このペアの接続エントリはアクティブのままになる場合があります。このような状況で
は、どちらかのホストから別のパケットが送信されて、その情報が MAC アドレス テーブルに再入力
される前にフェールオーバー イベントが発生すると、ピア FWSM では特定のエンドポイントに対して
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スイッチ CAM テーブル リフレッシュ パケットを生成できません。したがって、特定のホストのス
イッチで CAM テーブル エントリがアクティブのままになっており、以前のアクティブ ユニットをポ
イントしている場合、トラフィックが不適切にスタンバイ FWSM にスイッチングされ、そこで廃棄さ
れます（フェールオーバー イベントが発生してから、スイッチで CAM テーブル エントリが古くなる
までに、アイドル状態の接続でトラフィックの転送が再び開始された場合）。

フェールオーバーのヘルス モニタ
FWSM は、各装置について、全体の動作状態とインターフェイスの動作状態をモニタします。FWSM
が各装置の状態を判別するために実行するテストの詳細については、次の項目を参照してください。

• 「装置のヘルス モニタ」（P.14-20）
• 「インターフェイスのモニタ」（P.14-20）
• 「リンク障害の高速検出」（P.14-21）

装置のヘルス モニタ
FWSM は、フェールオーバー リンクをモニタすることによって、他方の装置の状態を判別します。一
方の装置がフェールオーバー リンク上で hello メッセージを受信しない場合、その装置はフェールオー
バー インターフェイスを含めたすべてのインターフェイスに ARP 要求を送信します。FWSM はユーザ
によって設定可能な回数だけ、再試行します。FWSM の動作は、他方の装置からの応答状態によって
異なります。次の可能なアクションを参照してください。

• FWSM がいずれかのインターフェイスから応答を受信した場合、フェールオーバーは実行されま
せん。

• FWSM がどのインターフェイスからも応答を受信しない場合、スタンバイ ユニットがアクティブ
モードに切り替わり、他方の装置は障害装置としてマークされます。

• FWSM がフェールオーバー リンク上でだけ応答を受信しない場合には、フェールオーバーは実行
されません。フェールオーバー リンクが故障とマークされます。フェールオーバー リンクがダウ
ンしている間、装置はスタンバイにフェールオーバーできないため、できるだけ早くフェールオー
バー リンクを復元する必要があります。

（注）

障害が発生した装置が回復せず、実際には障害は発生していないと考えられる場合は、failover reset
コマンドを使用して状態をリセットできます。ただし、フェールオーバー条件が継続している場合、装
置は再び障害状態になります。

インターフェイスのモニタ
すべてのコンテキスト間に分割された最大 250 のインターフェイスをモニタできます。インターフェ
イスがコンテキスト間で共有されている場合、1 つのコンテキストが共有インターフェイスをモニタす
るように設定できます。インターフェイスが共有されているため、すべてのコンテキストでモニタリン
グの結果を得ることができます。
装置がモニタ対象のインターフェイス上で hello メッセージを受信しない場合、次のテストを実行しま
す。

1. リンク アップ / ダウン テスト：インターフェイス ステータスのテストです。リンク アップ / ダウン
テストでインターフェイスの正常な動作が確認されると、FWSM はネットワークのテストを実行
します。一連のテストでは、障害が発生している装置を判別するためのネットワーク トラフィッ
クが生成されます。各テストの開始時に、各装置はインターフェイスの受信パケット カウントを

14-20

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 14 章

フェールオーバーの設定
フェールオーバーについて

リセットします。各テストの終了時には、各装置はトラフィックを受信したかどうかをチェックし
ます。トラフィックを受信していれば、インターフェイスは正常に動作していると見なされます。
いずれか一方の装置だけがテスト用のトラフィックを受信している場合は、トラフィックを受信し
なかった装置が故障していると見なされます。どちらの装置もトラフィックを受信しなかった場合
は、次のテストが使用されます。

2. ネットワーク動作のテスト：ネットワークの受信動作のテストです。装置は、最大 5 秒間、すべて
の受信パケット数をカウントします。この時間間隔の間にパケットが受信されると、インターフェ
イスが正常に動作しているものと見なされ、テストは停止します。トラフィックが受信されなかっ
た場合、ARP テストが開始します。

3. ARP テスト：取得したエントリの最後の 2 つの装置 ARP キャッシュの読み取り。装置は、ネット
ワーク トラフィックを発生させるために、1 回に 1 つずつ、これらのマシンに ARP 要求を送信し
ます。各要求後、装置は最大 5 秒間受信したトラフィックをすべてカウントします。トラフィック
が受信されれば、インターフェイスは正常に動作していると見なされます。トラフィックが受信さ
れなければ、ARP 要求が次のマシンに送信されます。リストの最後まで、まったくトラフィック
が受信されなかった場合、ping テストが開始します。

4. ブロードキャスト ping テスト：このテストでは、ブロードキャスト ping 要求が送信されます。装
置は、最大 5 秒間、すべての受信パケット数をカウントします。この時間間隔の間にパケットが受
信されると、インターフェイスが正常に動作しているものと見なされ、テストは停止します。

1 つのインターフェイスに対するネットワーク テストがすべて失敗したが、相手装置のこのインター
フェイスが正常にトラフィックを渡し続けている場合、そのインターフェイスは故障していると見なさ
れます。故障したインターフェイスがしきい値を超えている場合は、フェールオーバーが行われます。
相手装置のインターフェイスもすべてのネットワーク テストに失敗した場合、両方のインターフェイ
スが「未知」状態になり、フェールオーバー制限に向けてのカウントは行いません。
インターフェイスは、何らかのトラフィックを受信すると、再度動作状態になります。故障した

FWSM は、インターフェイス障害しきい値が満たされなくなった場合、スタンバイ モードに戻りま
す。

（注）

障害が発生した装置が回復せず、実際には障害は発生していないと考えられる場合は、failover reset
コマンドを使用して状態をリセットできます。ただし、フェールオーバー条件が継続している場合、装
置は再び障害状態になります。

リンク障害の高速検出
フェールオーバー状態を検出し、それに応答するには、最大で 45 秒かかります。ただし、スイッチで
Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアの Release 8.4(1) 以降または Cisco IOS ソフトウェ
アの Release 12.2(18)SXF5 以降を使用している場合、自動ステート機能を使用してインターフェイス
テスト フェーズをバイパスし、インターフェイス障害に対してサブ秒のフェールオーバー時間を実現
できます。
自動ステートをイネーブルにすると、スーパーバイザ エンジンから FWSM に対して、FWSM VLAN
に関連付けられている物理インターフェイスのステータスに関する自動ステート メッセージが送信さ
れます。たとえば、VLAN に関連付けられているすべての物理インターフェイスがダウンすると、自
動ステート メッセージにより、VLAN がダウンしていることが FWSM に通知されます。FWSM では、
この情報を受けて、VLAN をダウンとして宣言し、いずれの側でリンク障害が発生しているかを判別
するために通常必要となるインターフェイス モニタリング テストをバイパスできます。

Cisco IOS ソフトウェアでは、自動ステート メッセージはデフォルトでディセーブルになっています。
Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアでは、自動ステート メッセージはデフォルトでイ
ネーブルになっています。ただし、設定は不可です。
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自動ステートをイネーブルにする方法の詳細については、「高速リンク障害検出のための自動ステート
メッセージングのイネーブル化」（P.2-11）を参照してください。

フェールオーバーの設定
ここでは、フェールオーバーを設定する手順について説明します。内容は次のとおりです。

• 「フェールオーバー設定の制限事項」（P.14-22）
• 「アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの使用」（P.14-22）
• 「アクティブ / アクティブ フェールオーバーの使用」（P.14-28）
• 「フェールオーバー通信の認証 / 暗号化の設定」（P.14-33）
• 「フェールオーバー設定の確認」（P.14-34）

フェールオーバー設定の制限事項
次のタイプの IP アドレスを使用してフェールオーバーを設定することはできません。

• DHCP 経由で取得された IP アドレス
• IPv6 アドレス

（注）

FWSM に大きなサイズ（約 5 MB）のコンフィギュレーション ファイルがある場合、アクティブ状態
のセカンダリ ユニットで、自動的なフェールオーバーが機能する障害が発生すると、FTP および
HTTP トラフィック レートはドロップします。

アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの使用
ここでは、アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの設定手順を説明します。ここでは、次の内容に
ついて説明します。

• 「前提条件」（P.14-22）
• 「アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの設定」（P.14-23）
• 「任意のアクティブ / スタンバイ フェールオーバーの設定」（P.14-26）
一般的なフェールオーバーの設定例については、「フェールオーバーの設定例」（P.B-19）を参照してく
ださい。

前提条件
作業を開始する前に、次のことを確認します。

• 両装置とも正規のライセンスを持っていること。フェールオーバー ペアの両装置のライセンスは
同じでなければなりません。

• プライマリ ユニットがシングル コンテキスト モードの場合、セカンダリ ユニットもシングル コン
テキスト モードで、さらにプライマリ ユニットと同じファイアウォール モードでなければなりま
せん。
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• プライマリ ユニットがマルチコンテキスト モードの場合、セカンダリ ユニットもマルチコンテキ
スト モードでなければなりません。フェールオーバー リンクおよびステート リンクはシステム コ
ンテキストに含まれるため、セカンダリ ユニットのセキュリティ コンテキストのファイアウォー
ル モードを設定する必要はありません。セカンダリ ユニットは、プライマリ ユニットからセキュ
リティ コンテキスト コンフィギュレーションを取得します。

（注）

mode コマンドはセカンダリ ユニットには複製されません。

アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの設定
この項では、アクティブ / スタンバイ フェールオーバーを設定する方法について説明します。プライマ
リ ユニットから実行コンフィギュレーションを取得する前にフェールオーバー リンクを認識するよう
に、セカンダリ ユニットを設定する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「プライマリ ユニットの設定」（P.14-23）
• 「セカンダリ ユニットの設定」（P.14-25）
• 「設定の確認」（P.14-26）
プライマリ ユニットの設定
次の手順に従って、アクティブ / スタンバイ フェールオーバー設定内のプライマリ ユニットを設定し
ます。この手順では、プライマリ ユニットでフェールオーバーをイネーブルにするために必要な最低
限の設定を行います。マルチコンテキスト モードでは、特に明記されていないかぎり、すべての手順
をシステム実行スペースで行います。
アクティブ / スタンバイ フェールオーバー ペアのプライマリ ユニットを設定する手順は、次のとおり
です。
ステップ 1

各インターフェイス（ルーテッド モード）および各管理アドレス（トランスペアレント モード）のア
クティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスをまだ設定していない場合は、設定します。スタンバイ
IP アドレスは、現在スタンバイ ユニットである FWSM で使用されます。この IP アドレスは、アク
ティブ IP アドレスと同じサブネットに属している必要があります。

（注）

フェールオーバー リンクまたはステート リンク（ステートフル フェールオーバーを使用する
予定の場合）の IP アドレスは設定しないでください。

hostname(config-if)# ip address active_addr netmask standby standby_addr

（注）

ステップ 2

マルチコンテキスト モードでは、各コンテキスト内でインターフェイス アドレスを設定する必
要があります。changeto context コマンドを使用して、コンテキスト間の切り替えを行いま
す。コマンド プロンプトが hostname/context(config-if)# に変わります。ここで、context
は、現在のコンテキスト名です。

装置をプライマリ ユニットとして指定します。
hostname(config)# failover lan unit primary
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ステップ 3

フェールオーバー インターフェイスを定義します。

a. フェールオーバー インターフェイスとして使用するインターフェイスを指定します。
hostname(config)# failover lan interface if_name vlan vlan

if_name 引数は、名前を vlan 引数で指定されたインターフェイスに割り当てます。
b. アクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスをフェールオーバー リンクに割り当てます。
hostname(config)# failover interface ip if_name ip_addr mask standby ip_addr

スタンバイ IP アドレスは、アクティブ IP アドレスと同じサブネットに属している必要がありま
す。スタンバイ アドレスのサブネット マスクを指定する必要はありません。
フェールオーバー リンクの IP アドレスおよび MAC アドレスは、フェールオーバー時に変更され
ません。フェールオーバー リンクのアクティブ IP アドレスは、常にプライマリ ユニットにありま
す。スタンバイ IP アドレスは、セカンダリ ユニットにあります。
ステップ 4

（任意）ステートフル フェールオーバーをイネーブルにするには、ステート リンクを設定します。ス
テート リンクは未使用のインターフェイス上で設定する必要があります。

a. ステート リンクとして使用するインターフェイスを指定します。
hostname(config)# failover link if_name [vlan vlan]

（注）

ステート リンクがフェールオーバー リンクを使用する場合、if_name 引数を指定するだけ
で済みます。

if_name 引数は、vlan 引数で指定されたインターフェイスに論理名を割り当てます。このインター
フェイスはその他の目的では使用しないでください（フェールオーバー リンクを除く（任意））。

b. アクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスをステート リンクに割り当てます。

（注）

ステート リンクがフェールオーバー リンクを使用する場合、この手順は省略します。すで
にフェールオーバー リンクのアクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスを指定して
いるためです。

hostname(config)# failover interface ip if_name ip_addr mask standby ip_addr

スタンバイ IP アドレスは、アクティブ IP アドレスと同じサブネットに属している必要がありま
す。スタンバイ アドレスのサブネット マスクを指定する必要はありません。
ステート リンクの IP アドレスおよび MAC アドレスは、フェールオーバー実行後も変更されませ
ん。アクティブ IP アドレスは、常にプライマリ ユニットにあります。スタンバイ IP アドレスは、
セカンダリ ユニットにあります。
ステップ 5

次のコマンドを入力して、トンネル インターフェイスのモニタをイネーブルにします。
hostname(config)# monitor-interface interface_name

FWSM 上（すべてのコンテキスト全体）でモニタできるインターフェイスの最大数は 250 です。
（注）
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マルチコンテキスト モードでは、各コンテキスト内でインターフェイス モニタリングを設定す
る必要があります。changeto context コマンドを使用して、コンテキスト間の切り替えを行い
ます。コマンド プロンプトが hostname/context(config)# に変わります。context は現在のコ
ンテキストの名前です。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 14 章

フェールオーバーの設定
フェールオーバーの設定

ステップ 6

フェールオーバーをイネーブルにします。
hostname(config)# failover

ステップ 7

設定を保存します。
hostname(config)# write memory

（注）

マルチコンテキスト モードでは、システム実行スペースに write memory all コマンドを入力
してすべてのコンテキストのコンフィギュレーションを保存します。

セカンダリ ユニットの設定
セカンダリ ユニットに必要なコンフィギュレーションは、フェールオーバー インターフェイス用のコ
ンフィギュレーションだけです。プライマリ ユニットと初回の通信を開始するには、セカンダリ ユ
ニットにこれらのコマンドが必要です。プライマリ ユニットがセカンダリ ユニットにコンフィギュ
レーションを送信した後、2 つのコンフィギュレーション間で唯一、不変の相違点は failover lan unit
コマンドです。このコマンドで各装置がプライマリかセカンダリかを識別します。
マルチコンテキスト モードでは、特に明記されていないかぎり、すべての手順をシステム実行スペー
スで行います。
セカンダリ ユニットを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

フェールオーバー インターフェイスを定義します。プライマリ ユニットに使用した設定と同じ設定を
使用します。

a. フェールオーバー インターフェイスとして使用するインターフェイスを指定します。
hostname(config)# failover lan interface if_name vlan vlan

if_name 引数は、名前を vlan 引数で指定されたインターフェイスに割り当てます。
b. アクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスをフェールオーバー リンクに割り当てます。
hostname(config)# failover interface ip if_name ip_addr mask standby ip_addr

（注）

ステップ 2

このコマンドは、フェールオーバー インターフェイスの設定時にプライマリ ユニットに入
力したとおりに入力します。

（任意）この装置をセカンダリ ユニットとして指定します。
hostname(config)# failover lan unit secondary

（注）

ステップ 3

すでに設定してある場合を除き、デフォルトでは装置はセカンダリ ユニットとして指定される
ため、この手順は任意となります。

（任意）プライマリおよびセカンダリ FWSM に異なるホスト名を指定して、両装置に割り当てられる
デフォルト ホスト名「FWSM」と置き換えます。
hostname(config)# hostname primary-hostname
hostname(config)# hostname secondary secondary-hostname
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ステップ 4

フェールオーバーをイネーブルにします。
hostname(config)# failover

フェールオーバーをイネーブルにすると、実行メモリのコンフィギュレーションがアクティブ ユニッ
トからスタンバイ ユニットに送信されます。コンフィギュレーションが同期すると、メッセージ
「Beginning configuration replication: Sending to mate」および「End Configuration Replication to
mate」がアクティブ ユニットのコンソールに表示されます。
ステップ 5

実行コンフィギュレーションで複製が完了したら、設定をフラッシュ メモリに保存します。
hostname(config)# write memory

設定の確認
スタンバイ FWSM がアクティブ FWSM を継承できるか検証するには、次の条件が満たされているか
確認します。

• アクティブ FWSM が、他方の装置の設定と完全に同期化する。
• コンソールに「access-list compilation complete」というメッセージが表示されている。
• show failover コマンドの出力に、「STANDBY-READY」状態のスタンバイ FWSM が示されてい
る。

• 実行時データベース全体がスタンバイ ユニットに複製されている。
たとえば、show resource usage コマンドを実行すると、すべての接続（xlate、arp および高速パ
ス エントリ）が複製され、トラフィックを転送する装置とほぼ同じになります。

任意のアクティブ / スタンバイ フェールオーバーの設定
フェールオーバーの初期設定時またはフェールオーバーの設定後に、次の任意のアクティブ / スタンバ
イ フェールオーバー設定を指定することができます。特に指定のないかぎり、コマンドはアクティブ
ユニットに入力します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「フェールオーバー プリエンプションの設定」（P.14-26）
• 「ステートフル フェールオーバーでの HTTP 複製のイネーブル化」（P.14-27）
• 「インターフェイスおよび装置のポーリング間隔の設定」（P.14-27）
• 「フェールオーバー基準の設定」（P.14-28）
フェールオーバー プリエンプションの設定
アクティブ / スタンバイ フェールオーバー設定のプライマリ ユニットで障害が発生した場合、または
セカンダリ ユニットがプライマリ ユニットよりも前に起動した場合、セカンダリのスタンバイ ユニッ
トがアクティブになります。プライマリ ユニットで障害状態が解決されると、プライマリ ユニットは
デフォルトでスタンバイ ステートで起動され、セカンダリ ユニットはアクティブ ステートのままにな
ります。

failover preempt コマンドを使用して、指定した時間が経過したあとでプライマリ ユニットを自動的
にアクティブ ユニットにすることができます。次のコマンドを入力して、プライマリ ユニットにプリ
エンプションを設定します。
hostname(config)# failover preempt [delay]
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delay は、セカンダリ ユニットのステートが切り替えられるまでの待機時間（秒単位）です。有効な値
は、1 ～ 1200 秒です。delay を省略すると、遅延は発生しません。
プライマリ ユニットがアクティブになると、セカンダリ ユニットはスタンバイ ステートになります。

ステートフル フェールオーバーでの HTTP 複製のイネーブル化

HTTP 接続がステート情報複製に含まれるようにするには、HTTP 複製をイネーブルにする必要があり
ます。HTTP 接続は通常は存続期間が短く、HTTP クライアントは接続試行が失敗すると通常は再試行
するため、HTTP 接続は複製されるステート情報に自動的には含まれません。
ステートフル フェールオーバーがイネーブルである場合、次のコマンドをグローバル コンフィギュ
レーション モードで入力して、HTTP ステートの複製をイネーブルにします。
hostname(config)# failover replication http

インターフェイスおよび装置のポーリング間隔の設定

FWSM は、フェールオーバーについて、装置とインターフェイスの両方をヘルス モニタします。装置
とインターフェイスをヘルス モニタする際、hello メッセージの間隔を設定できます。ポーリング間隔
を短くすると、インターフェイスまたは装置の障害をより速く検出できますが、システム リソースの
消費量が大きくなります。
インターフェイスのポーリング間隔を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# failover polltime interface seconds

装置のポーリング間隔を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを
入力します。
hostname(config)# failover polltime seconds

装置のホールド間隔を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入
力します。
hostname(config)# failover holdtime seconds

デフォルトの設定は次のとおりです。

• インターフェイスの poll time は 15 秒です。
• 装置の poll time は 1 秒です。
• poll time を指定し、holdtime キーワードでホールド間隔を指定しなかった場合、holdtime の間隔
は poll time の 3 倍になります（最小値は 3 秒）。holdtime キーワードでホールド間隔を指定する
場合は、少なくとも poll time の 3 倍にする必要があります。clear configure failover コマンドを
入力すると、ホールド間隔は 15 秒になります。

（注）

装置のポーリング タイムの 3 倍未満の値を holdtime の値として入力することはできません。ポーリン
グ間隔を短くすると、FWSM で障害を検出し、フェールオーバーをトリガーする速度が速くなります。
ただし、検出が速すぎると、ネットワークが一時的に輻輳したときに不要な切り替えが発生する可能性
があります。
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フェールオーバー基準の設定
デフォルトでは、モニタ対象インターフェイスの障害が 50% になるとフェールオーバーが実行されま
す。インターフェイス数またはモニタされているインターフェイスの割合を指定して、この数または割
合を超えたインターフェイスに障害が発生した場合にフェールオーバーが発生するようにできます。
デフォルトのフェールオーバー条件を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# failover interface-policy num[%]

インターフェイスの具体的な数を指定するときは、num 引数に 1 ～ 250 を設定できます。インター
フェイスの割合を指定するときは、num 引数に 1 ～ 100 を設定できます。

アクティブ / アクティブ フェールオーバーの使用
ここでは、アクティブ / アクティブ フェールオーバーの設定方法について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「前提条件」（P.14-28）
• 「アクティブ / アクティブ フェールオーバーの設定」（P.14-28）
• 「オプションのアクティブ / アクティブ フェールオーバー設定値の設定」（P.14-32）
一般的なフェールオーバーの設定例については、「フェールオーバーの設定例」（P.B-19）を参照してく
ださい。

前提条件
作業を開始する前に、次のことを確認します。

• 両装置とも正規のライセンスを持っていること。
• 両装置ともマルチコンテキスト モードであること。セカンダリ ユニット上でセキュリティ コンテ
キストのファイアウォール モードを設定する必要はありません。フェールオーバー リンクおよび
ステート リンクはシステム コンテキスト内に常時設定されているためです。セカンダリ ユニット
は、プライマリ ユニットからセキュリティ コンテキスト コンフィギュレーションを取得します。

（注）

mode コマンドはセカンダリ ユニットには複製されません。

アクティブ / アクティブ フェールオーバーの設定
ここでは、アクティブ / アクティブ フェールオーバーの設定方法について説明します。プライマリ ユ
ニットから実行コンフィギュレーションを取得する前にフェールオーバー リンクを認識するように、
セカンダリ ユニットを設定する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「プライマリ ユニットの設定」（P.14-29）
• 「セカンダリ ユニットの設定」（P.14-31）
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プライマリ ユニットの設定
アクティブ / アクティブ フェールオーバーの設定内のプライマリ ユニットを設定する手順は、次のと
おりです。
ステップ 1

各インターフェイス（ルーテッド モード）および各管理アドレス（トランスペアレント モード）のア
クティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスをまだ設定していない場合は、設定します。スタンバイ
IP アドレスは、現在スタンバイ ユニットである FWSM で使用されます。この IP アドレスは、アク
ティブ IP アドレスと同じサブネットに属している必要があります。

（注）

フェールオーバー リンクまたはステート リンク（ステートフル フェールオーバーを使用する
予定の場合）の IP アドレスは設定しないでください。

hostname(config-if)# ip address active_addr netmask standby standby_addr

（注）

ステップ 2

マルチコンテキスト モードでは、各コンテキスト内でインターフェイス アドレスを設定する必
要があります。changeto context コマンドを使用して、コンテキスト間の切り替えを行いま
す。コマンド プロンプトが hostname/context(config-if)# に変わります。ここで、context
は、現在のコンテキスト名です。

システム実行スペースで基本フェールオーバー パラメータを設定します。

a. 装置をプライマリ ユニットとして指定します。
hostname(config)# failover lan unit primary

b. フェールオーバー リンクを指定します。
hostname(config)# failover lan interface if_name vlan vlan

if_name 引数は、vlan 引数で指定されたインターフェイスに論理名を割り当てます。このインター
フェイスはその他の目的では使用しないでください（ステート リンクを除く（任意））。

c. フェールオーバー リンクのアクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスを指定します。
hostname(config)# failover interface ip if_name ip_addr mask standby ip_addr

スタンバイ IP アドレスは、アクティブ IP アドレスと同じサブネットに属している必要がありま
す。スタンバイ IP アドレスのサブネット マスクを特定する必要はありません。フェールオーバー
リンクの IP アドレスは、フェールオーバー実行後も変更されません。アクティブ IP アドレスは、
常にプライマリ ユニットにあります。スタンバイ IP アドレスは、セカンダリ ユニットにありま
す。
ステップ 3

（任意）ステートフル フェールオーバーをイネーブルにするには、ステート リンクを設定します。ス
テート リンクは未使用のインターフェイス上で設定する必要があります。

a. ステート リンクとして使用するインターフェイスを指定します。
hostname(config)# failover link if_name [vlan vlan]

if_name 引数は、vlan 引数で指定されたインターフェイスに論理名を割り当てます。このインター
フェイスは、他の目的に使用しないでください（オプションのフェールオーバー リンクは除く）。

（注）

ステート リンクがフェールオーバー リンクを使用する場合、if_name 引数を指定するだけ
で済みます。
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b. アクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスをステート リンクに割り当てます。

（注）

ステート リンクがフェールオーバー リンクを使用する場合、この手順は省略します。すで
にフェールオーバー リンクのアクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスを指定して
いるためです。

hostname(config)# failover interface ip if_name ip_addr mask standby ip_addr

スタンバイ IP アドレスは、アクティブ IP アドレスと同じサブネットに属している必要がありま
す。スタンバイ アドレスのサブネット マスクを指定する必要はありません。
ステート リンクの IP アドレスは、フェールオーバー実行後も変更されません。アクティブ IP アド
レスは、常にプライマリ ユニットにあります。スタンバイ IP アドレスは、セカンダリ ユニットに
あります。
ステップ 4

フェールオーバー グループを設定します。最大 2 つのフェールオーバー グループを作成できます。
failover group コマンドは、指定されたフェールオーバー グループが存在しない場合はこれを作成し、
フェールオーバー グループ コンフィギュレーション モードに移行します。
各フェールオーバー グループについて、primary または secondary コマンドを使用して、そのフェー
ルオーバー グループでのプライマリ / セカンダリのプリファレンスを指定する必要があります。同じプ
リファレンスを両方のフェールオーバー グループに割り当てることができます。ロード バランシング
設定の場合は、各フェールオーバー グループに異なるプリファレンスを割り当てる必要があります。
次に、フェールオーバー グループ 1 にプライマリ プリファレンスを割り当て、フェールオーバー グ
ループ 2 にセカンダリ プリファレンスを割り当てる例を示します。
hostname(config)# failover group 1
hostname(config-fover-group)# primary
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)# failover group 2
hostname(config-fover-group)# secondary
hostname(config-fover-group)# exit

ステップ 5

コンテキスト コンフィギュレーション モードで join-failover-group コマンドを使用して、各コンテキ
ストをフェールオーバー グループに割り当てます。
次のコマンドを入力して、各コンテキストをフェールオーバー グループに割り当てます。
hostname(config)# context context_name
hostname(config-context)# join-failover-group {1 | 2}

ステップ 6

フェールオーバーをイネーブルにします。
hostname(config)# failover

ステップ 7

インターフェイス上のモニタリングをイネーブルにするには、コンテキストに切り替えて、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# changeto context context_name
hostname(config)# monitor-interface interface_name

FWSM 上（すべてのコンテキスト全体）でモニタできるインターフェイスの最大数は 250 です。
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セカンダリ ユニットの設定
フェールオーバー リンクを認識するには、セカンダリ ユニットを設定する必要があります。これによ
り、セカンダリ ユニットはプライマリ ユニットと通信し、プライマリ ユニットから実行コンフィギュ
レーションを取得することができます。
アクティブ / アクティブ フェールオーバー コンフィギュレーションのセカンダリ ユニットを設定する
手順は、次のとおりです。
ステップ 1

フェールオーバー インターフェイスを定義します。プライマリ ユニットに使用した設定と同じ設定を
使用します。

a. フェールオーバー インターフェイスとして使用するインターフェイスを指定します。
hostname(config)# failover lan interface if_name vlan vlan

if_name 引数は、vlan 引数で指定されたインターフェイスに論理名を割り当てます。
b. アクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスをフェールオーバー リンクに割り当てます。
hostname(config)# failover interface ip if_name ip_addr mask standby ip_addr

（注）

このコマンドは、フェールオーバー インターフェイスの設定時にプライマリ ユニットに入
力したとおりに入力します。

スタンバイ IP アドレスは、アクティブ IP アドレスと同じサブネットに属している必要がありま
す。スタンバイ アドレスのサブネット マスクを指定する必要はありません。
ステップ 2

（任意）この装置をセカンダリ ユニットとして指定します。
hostname(config)# failover lan unit secondary

（注）

ステップ 3

すでに設定してある場合を除き、デフォルトでは装置はセカンダリ ユニットとして指定される
ため、この手順は任意となります。

（任意）プライマリおよびセカンダリ FWSM に異なるホスト名を指定して、両装置に割り当てられる
デフォルト ホスト名「FWSM」と置き換えます。
hostname(config)# hostname primary-hostname secondary secondary-hostname

ステップ 4

フェールオーバーをイネーブルにします。
hostname(config)# failover

フェールオーバーをイネーブルにすると、実行メモリのコンフィギュレーションがアクティブ ユニッ
トからスタンバイ ユニットに送信されます。設定を同期化すると、アクティブ ユニットのコンソール
に「Beginning configuration replication: Sending to mate」および「End Configuration
Replication to mate」というメッセージが表示されます。
ステップ 5

実行コンフィギュレーションで複製が完了したら、次のコマンドを入力して、設定をフラッシュ メモ
リに保存します。
hostname(config)# write memory

ステップ 6

必要に応じて、プライマリ ユニットでアクティブなフェールオーバー グループすべてを強制的にセカ
ンダリ ユニットでアクティブ状態にします。フェールオーバー グループをセカンダリ ユニット上で強
制的にアクティブにするには、プライマリ ユニットのシステム実行スペースで次のコマンドを入力し
ます。
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hostname# no failover active group group_id

group_id 引数には、セカンダリ ユニット上でアクティブにするグループを指定します。

オプションのアクティブ / アクティブ フェールオーバー設定値の設定
次のオプションのアクティブ / アクティブ フェールオーバー設定値は、最初にフェールオーバーを設定
するときでも、フェールオーバーがすでに設定された後でも設定できます。特に指定のない限り、コマ
ンドは、フェールオーバー グループ 1 がアクティブ状態の装置で入力する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「フェールオーバー グループ プリエンプションの設定」（P.14-32）
• 「ステートフル フェールオーバーでの HTTP 複製のイネーブル化」（P.14-32）
• 「インターフェイスおよび装置のポーリング間隔の設定」（P.14-33）
• 「フェールオーバー基準の設定」（P.14-33）
フェールオーバー グループ プリエンプションの設定
プライマリまたはセカンダリのプライオリティをフェールオーバー グループに割り当てると、両方の
装置が同時にブートされるときに、フェールオーバー グループがどの装置上でアクティブになるかが
指定されます。ただし、一方の装置がもう一方の装置よりも先に起動した場合、両方のフェールオー
バー グループがその装置でアクティブになります。もう一方の装置がオンラインになると、この装置
を優先するフェールオーバー グループはすべて、手動で強制しないか、フェールオーバーが発生する
か、preempt コマンドでフェールオーバー グループが設定されないかぎり、この装置上ではアクティ
ブにはなりません。preempt コマンドによって、フェールオーバー グループは、指定された装置が使
用可能になると、その装置で自動的にアクティブになります。
指定されたフェールオーバー グループのプリエンプションを設定するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# failover group {1 | 2}
hostname(config-fover-group)# preempt [delay]

オプションの delay 値に秒数を入力して、その時間フェールオーバー グループが現在の装置でアク
ティブ状態に維持され、その後に指定された装置で自動的にアクティブになるようにできます。

ステートフル フェールオーバーでの HTTP 複製のイネーブル化

HTTP 接続をステート情報に含めることができるようにするには、HTTP 複製をイネーブルにする必要
があります。HTTP 接続は通常は存続期間が短く、HTTP クライアントは接続試行が失敗すると通常は
再試行するため、HTTP 接続は複製されるステート情報に自動的には含まれません。replication http
コマンドを使用すると、ステートフル フェールオーバーがイネーブルになっている場合に、フェール
オーバー グループに HTTP ステート情報を複製させることができます。
フェールオーバー グループによる HTTP ステートの複製をイネーブルにするには、次のコマンドを入
力します。このコマンドは、コマンドが設定されたフェールオーバー グループにだけ影響します。両
方のフェールオーバー グループによる HTTP ステートの複製をイネーブルにするには、各グループに
次のコマンドを入力します。次のコマンドは、システム実行スペースで入力する必要があります。
hostname(config)# failover group {1 | 2}
hostname(config-fover-group)# replication http
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インターフェイスおよび装置のポーリング間隔の設定
フェールオーバー グループのインターフェイスをヘルス モニタする際、hello メッセージの間隔を設定
できます。インターフェイスのポーリング間隔を短くすると、フェールオーバーを速く実行できます
が、システム リソースの消費量が大きくなります。
インターフェイスのデフォルトのポーリング時間を変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# failover group {1 | 2}
hostname(config-fover-group)# polltime interface seconds

装置のポーリング間隔では、ピア装置の動作状態を判断するために、フェールオーバー リンクで送信
する hello メッセージの間隔を指定します。装置のポーリング間隔を短くすると、装置の障害をより速
く検出できますが、システム リソースの消費量が大きくなります。装置のポーリング間隔を変更する
には、グローバル コンフィギュレーション モードでシステム実行スペースに次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# failover polltime seconds

フェールオーバー基準の設定
デフォルトでは、モニタ対象インターフェイスの障害が 50% になるとフェールオーバーが実行されま
す。インターフェイス数またはモニタされているインターフェイスの割合を指定して、この数または割
合を超えたインターフェイスに障害が発生した場合にフェールオーバーが発生するようにできます。
フェールオーバー基準は、フェールオーバー グループごとに指定されます。
指定されたフェールオーバー グループのデフォルト フェールオーバー基準を変更するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config)# failover group {1 | 2}
hostname(config-fover-group)# interface-policy num[%]

インターフェイスの具体的な数を指定するときは、num 引数に 1 ～ 250 を設定できます。インター
フェイスの割合を指定するときは、num 引数に 1 ～ 100 を設定できます。

フェールオーバー通信の認証 / 暗号化の設定
共有秘密キーまたは 16 進数キーを指定することで、フェールオーバー ピア間の通信の暗号化および認
証を実行できます。

注意

フェールオーバー リンクとステートフル フェールオーバー リンクを介して送信されたすべての情
報は、フェールオーバー キーで通信を保護しない限り、クリア テキストで送信されます。FWSM
を使用して VPN トンネルを終端する場合、この情報には任意のユーザ名、パスワードおよびトン
ネルの確立に使用した事前共有キーが含まれます。この機密データをクリア テキストで送信する
と、重大なセキュリティ リスクが生じる可能性があります。FWSM を使用して VPN トンネルを終
端している場合、フェールオーバー通信をフェールオーバー キーでセキュリティ保護することを推
奨します。
アクティブ / スタンバイ フェールオーバー ペアのアクティブ ユニット上、またはアクティブ / アクティ
ブ フェールオーバー ペア内のアクティブ ステートのフェールオーバー グループ 1 を持つ装置上で、次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# failover key {secret | hex key}
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secret 引数は、暗号キーの生成に使用する共有秘密キーを指定します。有効な値の範囲は 1 ～ 63 文字
です。数字、文字、または句読点の任意の組み合わせを使用できます。hex key 引数で、16 進暗号キー
を指定します。キーは、32 文字の 16 進数文字（0 ～ 9、a ～ f）である必要があります。
（注）

フェールオーバー キーが既存のフェールオーバーの設定のために、ピア装置にクリア テキストで複製
されないようにするには、アクティブ ユニット（または、アクティブ ステートのフェールオーバー グ
ループ 1 を持つ装置のシステム実行スペース）でフェールオーバーをディセーブルにして、両方の装置
にフェールオーバー キーを入力してから、フェールオーバーを再びイネーブルにします。フェール
オーバーが再びイネーブルになると、フェールオーバー通信はフェールオーバー キーで暗号化されま
す。
新しいフェールオーバーの設定では、failover key コマンドが初期フェールオーバー ペアの設定の一部
でなければなりません。

フェールオーバー設定の確認
ここでは、フェールオーバーの設定を確認する手順について説明します。ここでは、次の内容について
説明します。

• 「フェールオーバー ステータスの表示」（P.14-34）
• 「モニタ対象インターフェイスの表示」（P.14-42）
• 「フェールオーバーの設定の表示」（P.14-42）
• 「フェールオーバー機能のテスト」（P.14-42）

フェールオーバー ステータスの表示
ここでは、フェールオーバー ステータスを確認する方法について説明します。各装置で show failover
コマンドを入力してフェールオーバー ステータスを確認できます。表示される情報は、アクティブ / ス
タンバイ フェールオーバーまたはアクティブ / アクティブ フェールオーバーのどちらを使用している
かによって異なります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクティブ / スタンバイのフェールオーバー ステータスの表示」（P.14-34）
• 「アクティブ / アクティブのフェールオーバー ステータスの表示」（P.14-38）
アクティブ / スタンバイのフェールオーバー ステータスの表示
次に、アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの show failover コマンドの出力例を示します。
表 14-4 で、表示される情報について説明します。
hostname# show failover
Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: fover Vlan 100(up)
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 3 seconds
Interface Poll frequency 15 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 2 of 250 maximum
failover replication http
Last Failover at: 22:44:03 UTC Dec 8 2004
This host: Primary - Active
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Active time: 13434 (sec)
Interface inside (10.130.9.3): Normal
Interface outside (10.132.9.3): Normal
Other host: Secondary - Standby Ready
Active time: 0 (sec)
Interface inside (10.130.9.4): Normal
Interface outside (10.132.9.4): Normal
Stateful Failover Logical Update Statistics
Link : fover Vlan100 (up)
Stateful Obj
xmit
xerr
General
1950
0
sys cmd
1733
0
up time
0
0
RPC services
0
0
TCP conn
6
0
UDP conn
0
0
ARP tbl
106
0
Xlate_Timeout
0
0
VPN IKE upd
15
0
VPN IPSEC upd
90
0
VPN CTCP upd
0
0
VPN SDI upd
0
0
VPN DHCP upd
0
0

rcv
1733
1733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

rerr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Logical Update Queue Information
Cur
Max
Total
Recv Q:
0
2
1733
Xmit Q:
0
2
15225

マルチコンテキスト モードでは、セキュリティ コンテキストで show failover コマンドを使用すると、
そのコンテキストのフェールオーバー情報が表示されます。この情報は、シングルコンテキスト モー
ドでこのコマンドを使用した場合に表示される情報とほぼ同じです。装置のアクティブ / スタンバイ ス
テータスではなく、コンテキストのアクティブ / スタンバイ ステータスが表示されます。表 14-4 で、
表示される情報について説明します。
Failover On
Last Failover at: 04:03:11 UTC Jan 4 2003
This context: Negotiation
Active time: 1222 (sec)
Interface outside (192.168.5.121): Normal
Interface inside (192.168.0.1): Normal
Peer context: Not Detected
Active time: 0 (sec)
Interface outside (192.168.5.131): Normal
Interface inside (192.168.0.11): Normal
Stateful Failover Logical Update Statistics
Status: Configured.
Stateful Obj
xmit
xerr
RPC services
0
0
TCP conn
99
0
UDP conn
0
0
ARP tbl
22
0
Xlate_Timeout
0
0
GTP PDP
0
0
GTP PDPMCB
0
0

rcv
0
0
0
0
0
0
0

rerr
0
0
0
0
0
0
0
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表 14-4

show failover コマンドの出力の説明

フィールド

Failover

オプション

• On
• Off

Failover Unit

プライマリまたはセカンダリ

Failover LAN Interface

フェールオーバー リンク名を表示します。

Unit Poll frequency

ピア装置に hello メッセージを送信する間隔（秒）、およびピアの障害
を宣言するまでにピア装置がフェールオーバー リンク上で hello メッ
セージを受信する時間（秒）を指定します。

Interface Poll frequency

n秒
failover polltime interface コマンドで設定した秒数が表示されます。
デフォルトは 15 秒です。

Interface Policy

フェールオーバーをトリガーするために必要な、障害インターフェイ
スの数または比率を表示します。

Monitored Interfaces

モニタ可能な最大インターフェイス数のうち、モニタ対象のインター
フェイス数を表示します。

failover replication http

ステータス フェールオーバーに対して HTTP ステートの複製がイネー
ブルかどうかを示します。

Last Failover at

最終フェールオーバー日時を次の形式で示します。

hh:mm:ss UTC DayName Month Day yyyy
UTC（協定世界時）は GMT（グリニッジ標準時）に相当します。
This host:

各ホストについて、次の情報が表示されます。

Other host:
Primary（プライマリ）
または Secondary（セカ
ンダリ）

Acitive time

• Active
• Standby

n（秒）
装置がアクティブな時間。累積時間なので、スタンバイ ユニットが以
前にアクティブだった場合、その時間が表示されます。

Interface name(n.n.n.n)： 各インターフェイスについて、装置上で現在使用されている IP アドレ
スと、次のいずれかの状態が表示されます。

• Failed：インターフェイスに障害が発生しています。
• No Link：インターフェイス ライン プロトコルがダウンしていま
す。

• Normal：インターフェイスは正常に動作しています。
• Link Down：インターフェイスは管理者によって明示的に閉じら
れています。

• Unknown：FWSM はこのインターフェイスのステータスを判別
できません。

• Waiting：他の装置上のネットワーク インターフェイスのモニタ
リングは、まだ開始されていません。
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表 14-4

show failover コマンドの出力の説明 （続き）

フィールド

オプション

Stateful Failover Logical
Update Statistics

ステートフル フェールオーバー機能の関連フィールドが表示されま
す。Link フィールドにインターフェイス名が示されている場合、ス
テートフル フェールオーバーの統計情報が表示されます。

Link

• interface_name：ステートフル フェールオーバー リンクに使用さ
れているインターフェイスです。

• Unconfigured ：ステートフル フェールオーバーが使用されていま
せん。

• up：インターフェイスは開かれて機能しています。
• down：インターフェイスは管理者によって明示的に閉じられてい
るか、物理的にダウンしています。

• failed：インターフェイスに障害が発生しているため、ステートフ
ル データは転送されません。

Stateful Obj

各フィールド タイプに、次の統計情報が表示されます。これらは 2 つ
の装置間で送信されたステート情報パケット数のカウンタです。必ず
しも装置を通過するアクティブな接続が表示されるわけではありませ
ん。

• xmit：他方の装置への送信パケット数
• xerr：他方の装置へのパケット送信中に発生したエラー数
• rcv：受信パケット数
• rerr：他方の装置からのパケット受信中に発生したエラー数

General

すべてのステートフル オブジェクトの合計

sys cmd

論理更新システム コマンド：LOGIN、Stay Alive など

up time

アクティブ ユニットからスタンバイ ユニットに渡される動作時間

RPC services

リモート プロシージャ コールの接続情報

TCP conn

TCP 接続情報

UDP conn

動的な UDP 接続情報

ARP tbl

動的な ARP テーブル情報

L2BRIDGE tbl

レイヤ 2 ブリッジ テーブル情報（トランスペアレント ファイアウォー
ル モード限定）

Xlate_Timeout

接続変換のタイムアウト情報を示します。

VPN IKE upd

IKE 接続情報

VPN IPSEC upd

IPSec 接続情報

VPN CTCP upd

cTCP トンネル接続情報

VPN SDI upd

SDI AAA 接続情報

VPN DHCP upd

トンネル経由の DHCP 接続情報

GTP PDP

GTP PDP 更新情報。この情報は、GTP 検査がイネーブルの場合にだ
け表示されます。

GTP PDPMCB

GTP PDPMCB 更新情報。この情報は、GTP 検査がイネーブルの場合
にだけ表示されます。
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表 14-4

show failover コマンドの出力の説明 （続き）

フィールド

オプション

Logical Update Queue
Information

各フィールド タイプに、次の統計情報が使用されます。

• Cur：現在のパケット数
• Max：最大パケット数
• Total：合計パケット数

Recv Q

受信キューのステータス

Xmit Q

送信キューのステータス

アクティブ / アクティブのフェールオーバー ステータスの表示
次に、アクティブ / アクティブ フェールオーバーの show failover コマンドの出力例を示します。
表 14-5 で、表示される情報について説明します。
hostname# show failover
Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: fover Vlan 100 (up)
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 4 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 8 of 250 maximum
failover replication http
Group 1 last failover at: 13:40:18 UTC Dec 9 2004
Group 2 last failover at: 13:40:06 UTC Dec 9 2004
This host:
Group 1
Group 2

Primary
State:
Active time:
State:
Active time:

Active
2896 (sec)
Standby Ready
0 (sec)

admin Interface outside (10.132.8.5): Normal
admin Interface third (10.132.9.5): Normal
admin Interface inside (10.130.8.5): Normal
admin Interface fourth (10.130.9.5): Normal
ctx1 Interface outside (10.1.1.1): Normal
ctx1 Interface inside (10.2.2.1): Normal
ctx2 Interface outside (10.3.3.2): Normal
ctx2 Interface inside (10.4.4.2): Normal
Other host:
Group 1
Group 2

Secondary
State:
Active time:
State:
Active time:

Standby Ready
190 (sec)
Active
3322 (sec)

admin Interface outside (10.132.8.6): Normal
admin Interface third (10.132.9.6): Normal
admin Interface inside (10.130.8.6): Normal
admin Interface fourth (10.130.9.6): Normal
ctx1 Interface outside (10.1.1.2): Normal
ctx1 Interface inside (10.2.2.2): Normal
ctx2 Interface outside (10.3.3.1): Normal
ctx2 Interface inside (10.4.4.1): Normal
Stateful Failover Logical Update Statistics
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Link : fover Vlan100 (up)
Stateful Obj
xmit
xerr
General
1973
0
sys cmd
380
0
up time
0
0
RPC services
0
0
TCP conn
1435
0
UDP conn
0
0
ARP tbl
124
0
Xlate_Timeout
0
0
VPN IKE upd
15
0
VPN IPSEC upd
90
0
VPN CTCP upd
0
0
VPN SDI upd
0
0
VPN DHCP upd
0
0

rcv
1895
380
0
0
1450
0
65
0
0
0
0
0
0

rerr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Logical Update Queue Information
Cur
Max
Total
Recv Q:
0
1
1895
Xmit Q:
0
0
1940

次に、アクティブ / アクティブ フェールオーバーの show failover group コマンドの出力例を示します。
表示される情報は、show failover コマンドの場合と似ていますが、指定されたグループに対象が限定
されます。表 14-5 で、表示される情報について説明します。
hostname# show failover group 1
Last Failover at: 04:09:59 UTC Jan 4 2005
This host:

Secondary
State:
Active time:

Active
186 (sec)

admin Interface outside (192.168.5.121): Normal
admin Interface inside (192.168.0.1): Normal

Other host:

Primary
State:
Active time:

Standby
0 (sec)

admin Interface outside (192.168.5.131): Normal
admin Interface inside (192.168.0.11): Normal
Stateful Failover Logical Update Statistics
Status: Configured.
RPC services
0
0
TCP conn
33
0
UDP conn
0
0
ARP tbl
12
0
Xlate_Timeout
0
0
GTP PDP
0
0
GTP PDPMCB
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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表 14-5

show failover コマンドの出力の説明

フィールド

Failover

オプション

• On
• Off

Failover Unit

プライマリまたはセカンダリ

Failover LAN Interface

フェールオーバー リンク名を表示します。

Unit Poll frequency

ピア装置に hello メッセージを送信する間隔（秒）、およびピアの障害
を宣言するまでにピア装置がフェールオーバー リンク上で hello メッ
セージを受信する時間（秒）を指定します。

Interface Poll frequency

n秒
failover polltime interface コマンドで設定した秒数が表示されます。
デフォルトは 15 秒です。

Interface Policy

フェールオーバーをトリガーするために必要な、障害インターフェイ
スの数または比率を表示します。

Monitored Interfaces

モニタ可能な最大インターフェイス数のうち、モニタ対象のインター
フェイス数を表示します。

Group 1 Last Failover at:

各グループの最終フェールオーバー日時を次の形式で示します。

Group 2 Last Failover at:

hh:mm:ss UTC DayName Month Day yyyy
UTC（協定世界時）は GMT（グリニッジ標準時）に相当します。

This host:

各ホストについて、次の情報が表示されます。

Other host:
Role
System State

Primary（プライマリ）または Secondary（セカンダリ）
• アクティブまたはスタンバイ準備完了
• アクティブ時間（秒）

Group 1 State

• アクティブまたはスタンバイ準備完了

Group 2 State

• アクティブ時間（秒）

context Interface
name(n.n.n.n)：

各インターフェイスについて、装置上で現在使用されている IP アドレ
スと、次のいずれかの状態が表示されます。

• Failed：インターフェイスに障害が発生しています。
• No Link：インターフェイス ライン プロトコルがダウンしていま
す。

• Normal：インターフェイスは正常に動作しています。
• Link Down：インターフェイスは管理者によって明示的に閉じら
れています。

• Unknown：FWSM はこのインターフェイスのステータスを判別
できません。

• Waiting：他の装置上のネットワーク インターフェイスのモニタ
リングは、まだ開始されていません。

Stateful Failover Logical
Update Statistics
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ステートフル フェールオーバー機能の関連フィールドが表示されま
す。Link フィールドにインターフェイス名が示されている場合、ス
テートフル フェールオーバーの統計情報が表示されます。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 14 章

フェールオーバーの設定
フェールオーバーの設定

表 14-5

show failover コマンドの出力の説明 （続き）

フィールド

Link

オプション

• interface_name：ステートフル フェールオーバー リンクに使用さ
れているインターフェイスです。

• Unconfigured ：ステートフル フェールオーバーが使用されていま
せん。

• up：インターフェイスは開かれて機能しています。
• down：インターフェイスは管理者によって明示的に閉じられてい
るか、物理的にダウンしています。

• failed：インターフェイスに障害が発生しているため、ステートフ
ル データは転送されません。

Stateful Obj

各フィールド タイプに、次の統計情報が使用されます。これらは 2 つ
の装置間で送信されたステート情報パケット数のカウンタです。必ず
しも装置を通過するアクティブな接続が表示されるわけではありませ
ん。

• xmit：他方の装置への送信パケット数
• xerr：他方の装置へのパケット送信中に発生したエラー数
• rcv：受信パケット数
• rerr：他方の装置からのパケット受信中に発生したエラー数

General

すべてのステートフル オブジェクトの合計

sys cmd

論理更新システム コマンド：LOGIN、Stay Alive など

up time

アクティブ ユニットからスタンバイ ユニットに渡される動作時間

RPC services

リモート プロシージャ コールの接続情報

TCP conn

TCP 接続情報

UDP conn

動的な UDP 接続情報

ARP tbl

動的な ARP テーブル情報

L2BRIDGE tbl

レイヤ 2 ブリッジ テーブル情報（トランスペアレント ファイアウォー
ル モード限定）

Xlate_Timeout

接続変換のタイムアウト情報を示します。

VPN IKE upd

IKE 接続情報

VPN IPSEC upd

IPSec 接続情報

VPN CTCP upd

cTCP トンネル接続情報

VPN SDI upd

SDI AAA 接続情報

VPN DHCP upd

トンネル経由の DHCP 接続情報

GTP PDP

GTP PDP 更新情報。この情報は、GTP 検査がイネーブルの場合にだ
け表示されます。

GTP PDPMCB

GTP PDPMCB 更新情報。この情報は、GTP 検査がイネーブルの場合
にだけ表示されます。
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表 14-5

show failover コマンドの出力の説明 （続き）

フィールド

Logical Update Queue
Information

オプション
各フィールド タイプに、次の統計情報が使用されます。

• Cur：現在のパケット数
• Max：最大パケット数
• Total：合計パケット数

Recv Q

受信キューのステータス

Xmit Q

送信キューのステータス

モニタ対象インターフェイスの表示
モニタ対象インターフェイスのステータスを表示するには、次のコマンドを入力します。シングルコン
テキスト モードでは、このコマンドをグローバル コンフィギュレーション モードで入力します。マル
チコンテキスト モードでは、このコマンドをコンテキスト内で入力します。
primary/context(config)# show monitor-interface

次に例を示します。
hostname/context(config)# show monitor-interface
This host: Primary - Active
Interface outside (192.168.1.2): Normal
Interface inside (10.1.1.91): Normal
Other host: Secondary - Standby
Interface outside (192.168.1.3): Normal
Interface inside (10.1.1.100): Normal

フェールオーバーの設定の表示
実行コンフィギュレーションのフェールオーバー コマンドを表示するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# show running-config failover

すべてのフェールオーバー コマンドが表示されます。マルチコンテキスト モードで実行する装置では、
このコマンドをシステム実行スペースで入力します。show running-config all failover コマンドを入
力すると、実行コンフィギュレーションのフェールオーバー コマンドが表示され、デフォルト値を変
更していないコマンドが含められます。

フェールオーバー機能のテスト
フェールオーバー機能をテストするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

FTP などを使用して、異なるインターフェイス上のホスト間でファイルを送信し、アクティブ ユニッ
トまたはフェールオーバー グループが予期したとおりにトラフィックを渡しているかどうかをテスト
します。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、スタンバイ ユニットへのフェールオーバーを強制実行します。

• アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの場合、アクティブ ユニットに次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# no failover active
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• アクティブ / アクティブ フェールオーバーの場合、ホストに接続しているインターフェイスを含む
フェールオーバー グループがアクティブになっている装置に次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no failover active group group_id

ステップ 3

FTP を使用して、2 つの同じホスト間で別のファイルを送信します。

ステップ 4

テストが成功しなかった場合は、show failover コマンドを入力してフェールオーバー ステータスを確
認します。

ステップ 5

終了後、次のコマンドを入力して、装置またはフェールオーバー グループをアクティブ ステータスに
戻すことができます。

• アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの場合、アクティブ ユニットに次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# failover active

• アクティブ / アクティブ フェールオーバーの場合、ホストに接続しているインターフェイスを含む
フェールオーバー グループがアクティブなユニットに次のコマンドを入力します
hostname(config)# failover active group group_id

フェールオーバーの制御とモニタ
ここでは、フェールオーバーを制御およびモニタする方法について説明します。ここでは、次の内容に
ついて説明します。

• 「フェールオーバーの強制実行」（P.14-43）
• 「フェールオーバーのディセーブル化」（P.14-44）
• 「設定の同期化のディセーブル化」（P.14-44）
• 「障害が発生した装置またはフェールオーバー グループの復元」（P.14-44）
• 「フェールオーバー動作のモニタ」（P.14-45）

フェールオーバーの強制実行
スタンバイ ユニットまたはスタンバイ フェールオーバー グループを強制的にアクティブにするには、
次のいずれかのコマンドを入力します。

• アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの場合：
次のコマンドをスタンバイ ユニットに入力します。
hostname# failover active

または、次のコマンドをアクティブ ユニットに入力します。
hostname# no failover active

• アクティブ / アクティブ フェールオーバーの場合：
次のコマンドを、スタンバイ ステートのフェールオーバー グループを持つ装置のシステム実行ス
ペースに入力します。
hostname# failover active group group_id
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または、フェールオーバー グループがアクティブ状態である装置のシステム実行スペースで、次
のコマンドを入力します。
hostname# no failover active group group_id

システム実行スペースに次のコマンドを入力すると、すべてのフェールオーバー グループがアク
ティブになります。
hostname# failover active

フェールオーバーのディセーブル化
フェールオーバーをディセーブル化するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no failover

アクティブ / スタンバイ ペアでフェールオーバーをディセーブルにすると、再起動されるまで各装置の
アクティブおよびスタンバイ状態が維持されます。たとえば、スタンバイ ユニットはスタンバイ モー
ドのまま維持されるので、両方の装置はトラフィックの転送を開始しません。（フェールオーバーが
ディセーブル化されていても）スタンバイ ユニットをアクティブにするには、「フェールオーバーの強
制実行」（P.14-43）を参照してください。
アクティブ / アクティブ ペアのフェールオーバーをディセーブルにすると、どの装置を優先するように
設定されたかに関係なく、現在アクティブなすべての装置上で、フェールオーバー グループはアク
ティブ ステートのままになります。no failover コマンドは、システム実行スペースに入力する必要が
あります。

設定の同期化のディセーブル化
FWSM を複雑な設定にアップグレードすると、管理アプリケーションの接続が失われることがありま
す。このような場合には、スタンバイ FWSM に、不完全な設定ファイルが適用されます。設定の自動
同期化をディセーブルに設定しておけば、スタンバイ FWSM に不完全な設定が適用されるのを防止で
きます。ソフトウェア イメージをアップグレードする場合、またはアクティブ FWSM の設定を変更す
る場合には、スタンバイ FWSM に完全なコンフィギュレーション ファイルが同期化されるように、設
定の同期化をディセーブルにする必要があります。コンフィギュレーションが完了したことを確認した
あと、設定の同期化を再びイネーブルに設定します。
設定の同期化をディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# failover suspend-config-sync

設定の同期化を再びイネーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

障害が発生した装置またはフェールオーバー グループの復元
障害が発生した装置を障害のない状態に復元するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# failover reset

障害が発生したアクティブ / アクティブ フェールオーバー グループを障害のない状態に復元するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# failover reset group group_id
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障害が発生した装置またはグループを障害前のステートに復元しても、自動的にアクティブにはなりま
せん。復元された装置またはグループは、フェールオーバー（強制実行または自然実行）によってアク
ティブにされるまで、スタンバイ ステートのままになります。preempt コマンドで設定されたフェー
ルオーバー グループは例外です。前にアクティブであった場合、フェールオーバー グループが
preempt コマンドで設定されていて、優先装置上で障害が発生したのであれば、このフェールオー
バー グループはアクティブになります。

フェールオーバー動作のモニタ
フェールオーバーが実行されると、両方の FWSM からシステム ログ メッセージが送信されます。こ
こでは、次の内容について説明します。

• 「フェールオーバー システム ログ メッセージ」（P.14-45）
• 「デバッグ メッセージ」（P.14-45）
• 「SNMP」（P.14-45）

フェールオーバー システム ログ メッセージ
FWSM は、クリティカル状態を示すプライオリティ レベル 2 で、フェールオーバー関連のシステム ロ
グ メッセージを多数生成します。これらのメッセージを表示するには、『Catalyst 6500 Series Switch
and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module System Log Messages』を参照し、ロギングを
イネーブルにして、システム ログ メッセージの説明を参照してください。

（注）

スイッチオーバーの過程では、フェールオーバーが論理的にシャットダウンされて、インターフェイス
が開かれ、システム ログ メッセージ 411001 および 411002 が生成されます。これは通常のアクティビ
ティです。

デバッグ メッセージ
デバッグ メッセージを表示するには、debug fover コマンドを入力します。詳細については、
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command
Reference』を参照してください。

（注）

CPU プロセスではデバッグ出力に高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力を行う
とシステム パフォーマンスに大きく影響することがあります。このため、debug fover コマンドは、特
定の問題に対するトラブルシューティングや、Cisco TAC とのトラブルシューティング セッションに
限定して使用してください。

SNMP
フェールオーバーに対する SNMP syslog トラップを受信するには、SNMP トラップを SNMP 管理ス
テーションに送信するように SNMP エージェントを設定し、syslog ホストを定義し、ご使用の SNMP
管理ステーションに Cisco syslog MIB をコンパイルします。詳細については、『Catalyst 6500 Series
Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference 』の snmp-server
コマンドと logging コマンドを参照してください。

SNMP 応答の最大パケット サイズは 1400 まで増えたので、1 回のクエリーで複数の OID を簡単に
ポーリングできます。
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ネットワーク アクセスの許可または拒否
この章では、アクセス リストを使用して FWSM を通過するネットワーク アクセスを制御する方法に
ついて説明します。拡張アクセス リストまたは EtherType アクセス リストを作成する場合は、第 13
章「アクセス リストでのトラフィックの識別」を参照してください。

（注）

ルーテッド ファイアウォール モードとトランスペアレント ファイアウォール モードの両方とも、アク
セス リストを使用してネットワーク アクセスを制御します。トランスペアレント モードでは、拡張ア
クセス リスト（レイヤ 3 トラフィック用）と EtherType アクセス リスト（レイヤ 2 トラフィック用）
の両方を使用できます。
また、管理アクセス用の FWSM インターフェイスにアクセスする場合は、ホスト IP アドレスを許可
するアクセス リストは不要です。必要なのは、第 23 章「管理アクセスの設定」の説明に従って管理ア
クセスを設定することだけです。
この章では、次の内容について説明します。

• 「着信および発信アクセス リストの概要」（P.15-1）
• 「アクセス リストのインターフェイスへの適用」（P.15-4）

着信および発信アクセス リストの概要
FWSM のインターフェイス上を流れるトラフィックは、2 通りの方法で制御できます。FWSM に入っ
てくるトラフィックを制御する場合は、送信元インターフェイスに着信アクセス リストを結合します。

FWSM から出ていくトラフィックを制御する場合は、宛先インターフェイスに発信アクセス リストを
結合します。トラフィックが FWSM に入ってくるようにするには、インターフェイスに着信アクセス
リストを結合する必要があります。これを実行しないと、FWSM はそのインターフェイスに届いたす
べてのトラフィックを自動的に廃棄します。設定済みのインバウンド アクセス リストに制約を追加し
たアウトバウンド アクセス リストを使用して発信を制限しない限り、トラフィックは、デフォルトで
は、すべてのインターフェイスで FWSM から発信することができます。

（注） 「着信」および「発信」という用語は、インターフェイス上の FWSM に入るトラフィックまたはイン
ターフェイス上の FWSM を出るトラフィックのどちらにインターフェイス上のアクセス リストが適用
されているかを意味します。これらの用語は、一般に着信と呼ばれる、セキュリティの低いインター
フェイスから高いインターフェイスへのトラフィックの移動や、一般に発信と呼ばれる、セキュリティ
の高いインターフェイスから低いインターフェイスへのトラフィックの移動を意味しません。
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発信アクセス リストを使用して、アクセス リストの設定を簡素化する場合があります。たとえば、3
つの異なるインターフェイス上の 3 つの内部ネットワークが相互にアクセスできるようにする場合、各
内部インターフェイス上ですべてのトラフィックを許可する単純な着信アクセス リストを作成します
（図 15-1 を参照）。
図 15-1

着信アクセス リスト
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10.1.3.0/24
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ࠛࡦࠫ࠾ࠕࡦࠣ

この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# access-list INSIDE extended permit ip any any
hostname(config)# access-group INSIDE in interface inside
hostname(config)# access-list HR extended permit ip any any
hostname(config)# access-group HR in interface hr
hostname(config)# access-list ENG extended permit ip any any
hostname(config)# access-group ENG in interface eng
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さらに、内部ネットワーク上の特定のホストだけが外部ネットワーク上の Web サーバにアクセスでき
るようにする場合、指定したホストだけを許可する、より制約の強化されたアクセス リストを作成し、
外部インターフェイスの発信方向にそのアクセス リストを適用します（図 15-1 を参照）。NAT および
「NAT 使用時のアクセス リスト用の IP アドレス」
（P.13-3）を参照してくださ
IP アドレスについては、
い。発信アクセス リストによって、その他のホストから外部ネットワークへの接続が禁止されます。
図 15-2
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# access-list INSIDE extended permit ip any any
hostname(config)# access-group INSIDE in interface inside
hostname(config)# access-list HR extended permit ip any any
hostname(config)# access-group HR in interface hr
hostname(config)# access-list ENG extended permit ip any any
hostname(config)# access-group ENG in interface eng
hostname(config)# access-list OUTSIDE extended permit tcp host 209.165.201.4
host 209.165.200.225 eq www
hostname(config)# access-list OUTSIDE extended permit tcp host 209.165.201.6
host 209.165.200.225 eq www
hostname(config)# access-list OUTSIDE extended permit tcp host 209.165.201.8
host 209.165.200.225 eq www
hostname(config)# access-group OUTSIDE out interface outside

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

15-3

第 15 章

ネットワーク アクセスの許可または拒否

アクセス リストのインターフェイスへの適用

アクセス リストのインターフェイスへの適用
次のコマンドを入力して、インターフェイスの着信方向と発信方向に拡張アクセス リストを適用しま
す。
hostname(config)# access-group access_list_name {in | out} interface interface_name
[per-user-override]

インターフェイスの両方向に、各タイプ（拡張および EtherType）のアクセス リストを 1 つ適用できま
す。アクセス リストの方向の詳細については、「着信および発信アクセス リストの概要」（P.15-1）を
参照してください。

per-user-override キーワードではダイナミックなアクセス リストを使用できます。ダイナミックなア
クセス リストはユーザ許可用にダウンロードされ、インターフェイスに割り当てられたアクセス リス
トに優先されます。たとえば、インターフェイス アクセス リストが 10.0.0.0 からのトラフィックをす
べて拒否し、ダイナミック アクセス リストが 10.0.0.0 からのトラフィックをすべて許可する場合、そ
のユーザに関しては、ダイナミック アクセス リストによってインターフェイス アクセス リストが上書
「RADIUS 許可の設定」を参照してくだ
きされます。ユーザ単位のアクセス リストの詳細については、
さい。per-user-override キーワードは、着信アクセス リストにだけ使用できます。
コネクションレス型プロトコルで、双方向にトラフィックを流す場合は、送信元インターフェイスと宛
先インターフェイスにアクセス リストを適用する必要があります。たとえば、トランスペアレント
モードの EtherType アクセス リストで BGP を許可する場合、両方のインターフェイスにアクセス リス
トを適用する必要があります。

IP アドレス 209.165.201.12（この IP アドレスは NAT の実行後に外部インターフェイス上で認識され
ます）の内部 Web サーバにアクセスできるようにするには、次のコマンドが必要です。
hostname(config)# access-list ACL_OUT extended permit tcp any host 209.165.201.12 eq www
hostname(config)# access-group ACL_OUT in interface outside

この Web サーバ用の NAT も設定する必要があります。
次のアクセス リストは、すべてのホストに対して、内部ネットワークと hr ネットワーク間の通信を許
可しますが、外部ネットワークへのアクセスは一部のホストに限定して許可します。
hostname(config)# access-list ANY extended permit ip any any
hostname(config)# access-list OUT extended permit ip host 209.168.200.3 any
hostname(config)# access-list OUT extended permit ip host 209.168.200.4 any
hostname(config)# access-group ANY in interface inside
hostname(config)# access-group ANY in interface hr
hostname(config)# access-group OUT out interface outside

たとえば、次のサンプル アクセス リストでは、内部インターフェイスで発信される一般的な

EtherType が許可されます。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list ETHER ethertype permit ipx
access-list ETHER ethertype permit bpdu
access-list ETHER ethertype permit mpls-unicast
access-group ETHER in interface inside

次のアクセス リストでは、一部の EtherType に FWSM の通過を許可しますが、それ以外はすべて拒否
します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

15-4

access-list ETHER ethertype permit 0x1234
access-list ETHER ethertype permit bpdu
access-list ETHER ethertype permit mpls-unicast
access-group ETHER in interface inside
access-group ETHER in interface outside
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次のアクセス リストでは、EtherType 0x1256 が指定されたトラフィックを拒否しますが、それ以外は
すべて、両方のインターフェイスについて許可します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list nonIP ethertype deny 1256
access-list nonIP ethertype permit any
access-group ETHER in interface inside
access-group ETHER in interface outside
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ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定
この章では、ネットワーク アドレス変換について説明します。内容は次のとおりです。

• 「NAT の概要」（P.16-1）
• 「NAT 制御の設定」（P.16-19）
• 「Xlate バイパスの設定」（P.16-20）
• 「ダイナミック NAT および PAT の使用方法」（P.16-20）
• 「スタティック NAT の使用方法」（P.16-30）
• 「スタティック PAT の使用方法」（P.16-32）
• 「NAT のバイパス」（P.16-34）
• 「NAT の例」（P.16-38）

NAT の概要
ここでは、FWSM 上での NAT の機能について説明します。

• 「NAT の説明」（P.16-2）
• 「ルーテッド モードの NAT」（P.16-2）
• 「トランスペアレント モードの NAT」（P.16-3）
• 「NAT コントロール」（P.16-5）
• 「NAT のタイプ」（P.16-6）
• 「ポリシー NAT」（P.16-11）
• 「NAT および PAT グローバル プールの利用率」（P.16-15）
• 「NAT および同一セキュリティ レベルのインターフェイス」（P.16-15）
• 「実アドレス照合用 NAT コマンドの順序」（P.16-16）
• 「NAT ステートメントの最大数」（P.16-16）
• 「マッピング アドレスの注意事項」（P.16-17）
• 「DNS および NAT」（P.16-17）
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NAT の概要

NAT の説明
アドレス変換は、パケット内の実際のアドレスを、宛先ネットワーク上でルーティング可能な、マッピ
ングされたアドレスで置き換えます。NAT は、実アドレスをマップ アドレスに変換する処理と、その
後、変換を取り消してトラフィックを戻す処理の 2 つの手順で構成されています。NAT は、ルーテッ
ド モードとトランスペアレント ファイアウォール モードの両方でサポートされています。

FWSM は、NAT ルールがトラフィックに一致すると、アドレスを変換します。NAT 規則が一致しな
かった場合、パケットの処理が続行されます。ただし、NAT 制御をイネーブルにしている場合は例外
です。NAT コントロールをイネーブルにした場合、セキュリティの高いインターフェイス（inside）か
らセキュリティの低いインターフェイス（outside）に移動するパケットは NAT ルールに一致する必要
があり、一致しないとそのパケットの処理は停止します。
（セキュリティ レベルの詳細については 「セ
キュリティ レベルの概要」（P.6-1）、NAT 制御の詳細については 「NAT コントロール」（P.16-5）を参
照してください）。

（注）

このマニュアルでは、通常すべてのタイプの変換を NAT と呼びます。NAT について説明する場合、内
部および外部という用語も関連し、任意の 2 つのインターフェイス間のセキュリティ関係を表します。
セキュリティ レベルの高い方が内部で、低い方が外部です。たとえば、インターフェイス 1 が 60 で、
インターフェイス 2 が 50 という設定の場合、インターフェイス 1 が「内部」、インターフェイス 2 が
「外部」となります。

NAT の利点の一部を紹介します。
• 内部ネットワークでプライベート アドレスを使用できます。プライベート アドレスは、インター
（P.E-2）を参
ネットにルーティングできません。（詳細については、「プライベート ネットワーク」
照してください）。

• NAT は他のネットワークから実アドレスを隠すので、攻撃側はホストの実アドレスを突き止める
ことができません。

• アドレスの重複といった IP ルーティング関連の問題を解決できます。

（注）

NAT でサポートされないプロトコルについては、表 22-1（P.22-5）を参照してください。

ルーテッド モードの NAT
図 16-1 に、ルーテッド モードでの NAT の一般的な使用例を示します。この使用例では、内部でプラ
イベート ネットワークが使用されています。10.1.1.27 にある内部ホストが Web サーバにパケットを送
信すると、そのパケットの送信元実アドレス 10.1.1.27 がマップ アドレス 209.165.201.10 に変更され
ます。応答時、Web サーバはマップ アドレス 209.165.201.10 に応答を送り、FWSM がパケットを受
信します。その後、FWSM はマップ アドレス 209.165.201.10 の変換を取り消して実アドレス
10.1.1.1.27 に戻してから、ホストにパケットを送信します。
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図 16-1

NAT の例：ルーテッド モード
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.1-209.165.201.15

トランスペアレント モードの NAT
NAT をトランスペアレント モードで使用すると、ネットワークで NAT を実行するためのアップスト
リーム ルータまたはダウンストリーム ルータが必要なくなります。たとえば、トランスペアレント
ファイアウォール FWSM は 2 つの VRF 間で役立ちます。つまり、VRF およびグローバル テーブル間
で BGP ネイバー関係を確立できます。ただし、VRF ごとの NAT はサポートされない場合があります。
この場合、トランスペアレント モードで NAT を使用することが必要不可欠です。
トランスペアレント モードの NAT には、次の要件および制限があります。

• マップ アドレスがトランスペアレント ファイアウォールと同じネットワーク上にない場合、アッ
プストリーム ルータでそのマップ アドレス用に、（FWSM 経由で）ダウンストリーム ルータをポ
イントするスタティック ルートを追加する必要があります。

• IP アドレスが埋め込まれているとトラフィック（VoIP または DNS トラフィックなど）で NAT お
よび検査をイネーブルにしている場合、パケット内部の IP アドレスを正常に変換するため、
FWSM では、ルート検索が必要です。ホストが直接接続されたネットワーク上にない限り、パ
ケットに埋め込まれている実際のホスト アドレス用のスタティック ルートを FWSM で追加する必
要があります。

• alias コマンドはサポートされていません。
• トランスペアレント ファイアウォールにはインターフェイス IP アドレスがないため、インター
フェイス PAT を使用できません。
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• ARP 検査はサポートされていません。さらに、何らかの理由でファイアウォールの片側にあるホ
ストからもう片側にあるホストに ARP 要求が送信され、送信側ホストの実アドレスが同じサブ
ネット上の別のアドレスにマップされている場合、その実アドレスは ARP 要求で表示されたまま
になります。

• ICMP サポートのため、ICMP 検査をイネーブルにする必要があります。
図 16-2 に、トランスペアレント モードでの NAT の一般的な使用例を示します。この使用例では、内
部インターフェイスと外部インターフェイスで同じネットワークが使用されています。このシナリオの
トランスペアレント ファイアウォールは NAT サービスを実行しているため、アップストリーム ルータ
は NAT を実行する必要がありません。
図 16-2

NAT の例：トランスペアレント モード

www.example.com

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻
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ㅍାరࠕ࠼ࠬᄌ឵
192.168.1.2
209.165.201.10

250262

192.168.1.1
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ 2
192.168.1.2

1. 内部ホスト 10.1.1.75 が Web サーバにパケットを送信すると、パケットの実際の送信元アドレス
10.1.1.75 はマッピング アドレス 209.165.201.15 に変更されます。
2. サーバが応答すると、マッピング アドレス 209.165.201.15 に応答を送信し、FWSM がそのパケッ
トを受信します。これは、アップストリーム ルータには、FWSM を経由するスタティック ルート
のこのマッピング ネットワークが含まれるためです。

3. その後、FWSM はマッピング アドレス 209.165.201.15 を変換して実際のアドレス 10.1.1.1.75 に
戻します。実際のアドレスは直接接続されているため、FWSM はそのアドレスを直接ホストに送
信します。

4. ホスト 192.168.1.2 についても、同じ処理が行われます。ただし、FWSM ではルート テーブルで
ルートを検索し、スタティック ルートに基づいて 10.1.1.3 のダウンストリーム ルータにパケット
を送信します。
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

route inside 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.3 1
nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
global (outside) 1 209.165.201.1-209.165.201.15

NAT コントロール
NAT コントロールをイネーブルにした場合、内部インターフェイスから外部インターフェイスに移動
するパケットは NAT ルールに一致する必要があります。内部ネットワーク上のホストが外部ネット
ワーク上のホストにアクセスする場合には、内部ホストのアドレスを変換するように NAT を設定する
必要があります。（図 16-3 を参照）。
図 16-3

NAT 制御と発信トラフィック

FWSM
10.1.1.1

209.165.201.1

NAT
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10.1.2.1 NAT ߥߒ
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セキュリティ レベルが同じインターフェイス同士で通信する場合には、NAT を使用する必要はありま
せん。ただし、NAT コントロールをイネーブルにして同じセキュリティのインターフェイスにダイナ
ミック NAT または PAT を設定した場合は、インターフェイスから同じセキュリティのインターフェイ
スまたは外部インターフェイスに移動するすべてのトラフィックが、NAT ルールに一致する必要があ
ります。（図 16-4 を参照）。
図 16-4

NAT 制御と同一セキュリティ トラフィック

FWSM
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同様に、NAT コントロールで外部ダイナミック NAT または PAT をイネーブルにした場合は、内部イ
ンターフェイスにアクセスするときには、すべての外部トラフィックが NAT ルールに一致する必要が
あります。（図 16-5 を参照）。
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NAT 制御と着信トラフィック
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図 16-5

NAT コントロールをイネーブルにしたスタティック NAT では、これらの制限がありません。
デフォルトでは、NAT コントロールはディセーブルであるため、NAT の実行を選択しない限り、どの
ネットワークでも NAT を実行する必要はありません。ただし、新バージョンのソフトウェアにアップ
グレードした場合、NAT 制御がイネーブルになっていることがあります。

NAT 制御によってセキュリティ レベルを上げる必要があるが、一部のケースで内部アドレスを変換し
ない場合、このようなアドレスに NAT 除外またはアイデンティティ NAT ルールを適用できます （詳
細については、「NAT のバイパス」（P.16-34）を参照してください）。
NAT 制御を設定するには、「NAT 制御の設定」（P.16-19）を参照してください。
（注）

マルチ コンテキスト モードでは、パケット分類子が NAT コンフィギュレーションを利用してパケット
をコンテキストに割り当てる場合があります。NAT コントロールがディセーブルであるために NAT を
実行しない場合は、ネットワーク設定の変更が必要になることがあります。分類機能と NAT の関係の
詳細については、「FWSM によるパケットの分類方法」（P.4-3）を参照してください。

NAT のタイプ
ここでは、使用可能な NAT タイプについて説明します。アドレス変換は、ダイナミック NAT、ポート
アドレス変換（NAT オーバーロードとも呼ばれる）、スタティック NAT、スタティック PAT、または
これらのタイプを組み合わせたものとして実装できます。NAT 制御をイネーブルにしても NAT を実行
しない場合など、NAT をバイパスするルールを設定することもできます。ここでは、次の内容につい
て説明します。

• 「ダイナミック NAT」（P.16-6）
• 「PAT」（P.16-8）
• 「スタティック NAT」（P.16-9）
• 「スタティック PAT」（P.16-9）
• 「NAT 制御をイネーブルにした場合の NAT のバイパス」（P.16-10）

ダイナミック NAT
ダイナミック NAT は、実アドレス グループを、宛先ネットワークでルーティング可能なマッピング先
のアドレス プールに変換します。マッピング プールには、実アドレス グループよりも少ない数のアド
レスを含めることができます。変換対象のホストが宛先ネットワークにアクセスすると、FWSM は、
マッピング プールから IP アドレスをそのホストに割り当てます。この変換は、実ホストが接続を開始
するときにだけ追加されます。変換は接続が継続している間だけ有効であり、変換がタイムアウトする
と、そのユーザは同じ IP アドレスを保持しません。（『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600
Series Router Firewall Services Module Command Reference』で timeout xlate コマンドを参照してく
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ださい）。そのため、宛先ネットワークのユーザは、ダイナミック NAT を使用するホストに対して
（接続がアクセス リストによって許可された場合でも）、接続を確実に開始することはできず、FWSM
は実ホスト アドレスに直接行われる接続試行をすべて拒否します。ホストへの確実なアクセスについ
ては、次の「「スタティック NAT」」または「「スタティック PAT」」を参照してください。
図 16-6 は、リモート ホストによる実アドレスへの接続試行を示しています。FWSM はマップ アドレ
スへの戻り接続しか許可しないため、接続は拒否されます。
図 16-6

リモート ホストによる実アドレスへの接続試行
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図 16-7 に、マッピング アドレスへの接続開始を試みているリモート ホストを示します。このアドレス
は現在変換テーブルにないため、FWSM はパケットを廃棄します。
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図 16-7

マッピング アドレスへの接続開始を試みているリモート ホスト
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（注）

変換の実施中、リモート ホストから、変換されたホストへの接続を開始できます（その接続がアクセ
ス リストで許可されている場合）。アドレスは予測不可能であるため、ホストへの接続は確立されませ
ん。ただし、この場合、アクセス リストのセキュリティを利用できます。
ダイナミック NAT には、次の短所があります。

• マッピング プールのアドレスの数が実アドレス グループよりも少ない場合、トラフィック量が想
定を超えたときに、アドレスを使い果たす可能性があります。
これが頻繁に起こる場合は、PAT を使用します。PAT では、1 つのアドレスの複数のポートを使用
して 64,000 件を超える変換が提供されます。

• マッピング プールでは、ルーティング可能なアドレスを多数使用する必要があります。インター
ネットのように宛先ネットワークで登録済みアドレスが必要になる場合は、使用可能なアドレスが
不足することがあります。
プロトコルによっては PAT を使用できないため、その場合はダイナミック NAT を利用できます。たと
えば、PAT は GRE バージョン 0 などポートが過負荷にならない IP プロトコルでは機能しません。ま
た、データ ストリームと制御パスが別々のポートにあり、オープン規格でないアプリケーション（一
部のマルチメディア アプリケーション）でも機能しません。NAT および PAT のサポートの詳細につい
ては、「インスペクション エンジンの概要」（P.22-2）を参照してください。

PAT
PAT（NAT オーバーロードとも呼ばれる）では、複数の実アドレスを 1 つのマップ IP アドレスに変換
します。特に、FWSM は実アドレスと送信元ポート（実ソケット）をマッピング先のアドレスと 1024
より上の一意のポート（マッピング ソケット）に変換します。接続ごとに送信元ポートが異なるため、
それぞれの接続で個別に変換を行う必要があります。たとえば、10.1.1.1:1025 では、10.1.1.1:1026 か
ら個別に変換する必要があります。
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接続が期限切れになった後、30 秒間アクティビティが実施されないと、ポート変換も期限切れになり
ます。このタイムアウトは設定できません。宛先ネットワーク上のユーザは、PAT を使用するホスト
に対して（ACL によって接続が許可されていた場合でも）、接続を確実に開始することはできません。
ホストの実またはマップ ポート番号を予測できないだけでなく、FWSM は変換対象ホストが接続を開
始する側でないかぎり、変換を作成しません。ホストへの確実なアクセスについては、次の「「スタ
ティック NAT」」または「「スタティック PAT」」を参照してください。

PAT では単一のマッピング先のアドレスを使用するため、ルーティング可能なアドレスの使用を抑え
ることができます。FWSM インターフェイス IP アドレスを PAT アドレスとして使用することもでき
ます。PAT は、データ ストリームが制御パスとは別のものであるマルチメディア アプリケーションで
「インスペクション エンジンの概要」
は機能しません。NAT および PAT のサポートの詳細については、
（P.22-2）を参照してください。
（注）

変換の実施中、リモート ホストから、変換されたホストへの接続を開始できます（その接続がアクセ
ス リストで許可されている場合）。実際のポート アドレスおよびマッピング ポート アドレスはいずれ
も予測不可能であるため、ホストへの接続は確立されません。ただし、この場合、アクセス リストの
セキュリティを利用できます。

スタティック NAT
スタティック NAT では、実アドレスからマッピング先のアドレスへの固定変換が作成されます。ダイ
ナミック NAT および PAT では、各ホストは、後続の変換ごとに異なるアドレスまたはポートを使用し
ます。スタティック NAT では連続する各接続においてマッピング先のアドレスは同じであり、固定の
変換ルールが存在するため、スタティック NAT では、宛先ネットワーク上のホストは変換されたホス
トへのトラフィックを開始できます（それを許可するアクセス リストがある場合）。
ダイナミック NAT とスタティック NAT のアドレス範囲における主な相違は、スタティック NAT で
は、
（アクセス リストで許可されていれば）リモート ホストから変換対象ホストへ接続を開始できるの
に対して、ダイナミック NAT では開始できないことです。スタティック NAT ではさらに、実アドレ
スと同数のマップ アドレスが必要です。

スタティック PAT
スタティック PAT はスタティック NAT と同じですが、実アドレスとマッピング先のアドレスに対して
プロトコル（TCP または UDP）およびポートを指定できる点が異なります。
この機能を使用すると、ステートメントごとにポートが異なるかぎり、多数のさまざまなスタティック
ステートメントで同じマップ アドレスを指定できます。ただし、複数のスタティック NAT ステートメ
ントに同じマップ アドレスを指定することはできません。
セカンダリ チャネル（FTP、VoIP など）でアプリケーション検査を必要とするアプリケーションの場
合、FWSM はセカンダリ ポートを自動的に変換します。
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たとえば、FTP、HTTP、および SMTP にアクセスするリモート ユーザに 1 つのアドレスを提供する
必要があるときに、これらが実際のネットワークでそれぞれ異なるサーバにある場合は、同じマッピン
グ IP アドレスを使用しながら異なるポートを使用する各サーバに対してスタティック PAT 文を指定で
きます。（図 16-8 を参照）。
図 16-8

スタティック PAT
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FTP ࠨࡃ
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 209.165.201.3 ftp 10.1.2.27 ftp netmask
255.255.255.255
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 209.165.201.3 http 10.1.2.28 http netmask
255.255.255.255
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 209.165.201.3 smtp 10.1.2.29 smtp netmask
255.255.255.255

スタティック PAT を使用して、well-known ポートを非標準ポートに、またはその逆に変換することも
できます。たとえば、内部 Web サーバがポート 8080 を使用する場合、外部ユーザにポート 80 へのア
クセスを許可したあと、元のポート 8080 に対する変換を取り消すことができます。同様に、セキュリ
ティを強化する場合に、Web ユーザに非標準ポート 6785 に接続するように通知したあと、ポート 80
に対する変換を取り消すことができます。

NAT 制御をイネーブルにした場合の NAT のバイパス
NAT コントロールをイネーブルにした場合、内部ホストは、外部ホストにアクセスするときに NAT
ルールに一致する必要があります。一部のホストに対して NAT を実行しない場合は、それらのホスト
に関する NAT をバイパスします（あるいは、NAT コントロールをディセーブルにします）。NAT をサ

16-10

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 16 章

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定

NAT の概要

ポートしないアプリケーションを使用している場合などには、NAT をバイパスすることを推奨します。
NAT をサポートしないインスペクション エンジンについては、「インスペクション エンジンの概要」
（P.22-2）を参照してください。

3 通りの方法で、NAT をバイパスするようにトラフィックを設定できます。どの方法でも、インスペ
クション エンジンとの互換性が確保されます。ただし、機能は少しずつ異なります。
• アイデンティティ NAT（nat 0 コマンド）：アイデンティティ NAT（ダイナミック NAT に似てい
ます）を設定するときは、特定のインターフェイスでホストの変換を制限するのではなく、すべて
のインターフェイスを経由する接続にアイデンティティ NAT を使用する必要があります。このた
め、インターフェイス A にアクセスするときには実アドレスに対して通常の変換の実行を選択で
きませんが、インターフェイス B にアクセスするときにはアイデンティティ NAT を使用できま
す。一方、通常のダイナミック NAT では、アドレス変換を実施する特定のインターフェイスを指
定できます。アイデンティティ NAT を使用する実アドレスが、アクセス リストに従って使用でき
るすべてのネットワークでルーティング可能であることを確認します。
アイデンティティ NAT の場合、マッピング先のアドレスは実アドレスと同じですが、外部から内
部への接続を（インターフェイスのアクセス リストで許可されていても）開始できません。この
機能には、スタティックなアイデンティティ NAT または NAT 免除を使用してください。

• スタティック アイデンティティ NAT（static コマンド）：スタティック アイデンティティ NAT を
使用すると、実アドレスを見せてもよいインターフェイスを指定できるので、インターフェイス A
にアクセスするときにアイデンティティ NAT を使用し、インターフェイス B にアクセスするとき
に標準変換を使用することが可能です。スタティック アイデンティティ NAT では、ポリシー NAT
も使用できます。ポリシー NAT では、変換対象の実際のアドレスを決定するときに、実際のアド
レスと宛先アドレスが指定されます。（ポリシー NAT の詳細については、「ポリシー NAT」
（P.16-11）を参照してください）。たとえば、内部アドレスが外部インターフェイスにアクセスす
るとき、宛先がサーバ A である場合は内部アドレスに対してスタティック アイデンティティ NAT
を使用し、外部サーバ B にアクセスする場合は通常の変換を使用できます。
• NAT 免除（nat 0 access-list コマンド）：NAT 免除を使用すると、変換後のホストとリモート ホス
トの両方が接続を開始できます。アイデンティティ NAT と同様に、特定のインターフェイスでホ
ストの変換を制限するのではなく、すべてのインターフェイスを経由する接続に NAT 免除を使用
する必要があります。ただし、NAT 免除では、変換する実アドレスを判別するときに実アドレス
および宛先アドレスを指定できるため（ポリシー NAT に似ています）、NAT 免除を使用する方が
制御の柔軟性が増します。その反面、ポリシー NAT と異なり、NAT 免除ではアクセス リストの
ポートが考慮されません。

ポリシー NAT
ポリシー NAT を使用すると、拡張アクセス リストに送信元アドレスおよび宛先アドレスを指定するこ
とにより、アドレス変換の実アドレスを識別できます。任意で送信元ポートおよび宛先ポートを指定す
ることもできます。標準 NAT では送信元アドレスだけが考慮され、宛先は考慮されません。たとえ
ば、ポリシー NAT を使用した場合、サーバ A にアクセスするときには実アドレスをマップ アドレス A
に変換しますが、サーバ B にアクセスするときには実アドレスをマップ アドレス B に変換します。
セカンダリ チャネル（FTP、VoIP など）でアプリケーション検査を必要とするアプリケーションの場
合、ポリシー NAT ステートメントで指定したポリシーにセカンダリ ポートが含まれている必要があり
ます。または、ポートを予測できない場合は、ポリシーでセカンダリ チャネルの IP アドレスだけを指
定する必要があります。FWSM では、このようにセカンダリ ポートを変更します。
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（注）

NAT 免除以外のすべてのタイプの NAT が、ポリシー NAT をサポートします。NAT 免除はアクセス リ
ストを使用して実アドレスを識別しますが、ポリシー NAT とは異なり、ポートが考慮されません。そ
の他の相違点については、「NAT のバイパス」（P.16-34）を参照してください。ポリシー NAT をサ
ポートしないスタティック アイデンティティ NAT を使用すると、NAT 除外と同じ結果を得ることが
できます。
図 16-9 に、2 台の異なるサーバにアクセスしている 10.1.2.0/24 ネットワークのホストを示します。ホ
ストがサーバ 209.165.201.11 にアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129 に変換されます。
ホストが 209.165.200.225 のサーバにアクセスすると、実アドレスが 209.165.202.130 に変換され、ホ
ストがサーバと同じネットワーク上にあるように見せかけることができるため、ルーティングが可能に
なります。
図 16-9

異なる宛先アドレスを使用するポリシー NAT
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)#
255.255.255.224
hostname(config)#
255.255.255.224
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

16-12

access-list NET1 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.0
access-list NET2 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.200.224
nat (inside) 1 access-list NET1
global (outside) 1 209.165.202.129
nat (inside) 2 access-list NET2
global (outside) 2 209.165.202.130
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図 16-10 に、送信元ポートおよび宛先ポートの使用例を示します。10.1.2.0/24 ネットワーク上のホス
トが、Web サービスおよび Telnet サービスの両方で使用する単一のホストにアクセスします。ホスト
が Web サービスを求めてサーバにアクセスすると、実際のアドレスは 209.165.202.129 に変換されま
す。ホストが Telnet サービスを求めて同じサーバにアクセスすると、実際のアドレスは
209.165.202.130 に変換されます。
図 16-10

異なる宛先ポートを使用するポリシー NAT
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# access-list WEB permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11
255.255.255.255 eq 80
hostname(config)# access-list TELNET permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11
255.255.255.255 eq 23
hostname(config)# nat (inside) 1 access-list WEB
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.202.129
hostname(config)# nat (inside) 2 access-list TELNET
hostname(config)# global (outside) 2 209.165.202.130

ポリシー スタティック NAT（および、同様にアクセス リストでトラフィックを識別する NAT 除外）
の場合、変換対象ホストとリモート ホストの両方からトラフィックを発信できます。NAT アクセス リ
ストは、変換対象ネットワークから発信されたトラフィックについては、実アドレスと宛先アドレスを
指定しますが、リモート ネットワークから発信されたトラフィックについては、この変換を使用して
ホストに接続を許可されたリモート ホストの実アドレスと送信元アドレスを識別します。
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図 16-11 に、変換済みのホストに接続するリモート ホストを示します。変換対象ホストには、ネット
ワーク 209.165.201.0/27 との双方向のトラフィックだけに対し実アドレスを変換する、ポリシー スタ
ティック NAT 変換が設定されています。209.165.200.224/27 ネットワーク用の変換は存在しません。
したがって、変換済みのホストはそのネットワークに接続できず、そのネットワークのホストも変換済
みのホストに接続できません。
図 16-11

宛先アドレス変換を行うポリシー スタティック NAT
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# access-list NET1 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.224 209.165.201.0
255.255.255.224
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.202.128 access-list NET1

（注）

ポリシー スタティック NAT の場合、変換を元に戻すときに、static コマンドの ACL は使用されませ
ん。パケット内の宛先アドレスがスタティック ルールのマッピング先のアドレスと一致する場合は、
アドレスを未変換の状態に戻すのに、スタティック ルールが使用されます。

（注）

ポリシー NAT は SQL*Net をサポートしませんが、標準 NAT は SQL*Net をサポートします。他のプ
ロトコルの NAT サポートについては、「インスペクション エンジンの概要」（P.22-2）を参照してくだ
さい。

NAT セッション（Xlate）の作成
デフォルトでは、NAT を使用しない場合でも、FWSM によってすべての接続に対して NAT セッショ
ンが作成されます。たとえば、NAT 制御をイネーブルにしていない場合、NAT 除外やアイデンティ
ティ NAT を使用する場合、または同じセキュリティ インターフェイスを使用し、NAT を設定しない
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場合でも、非変換の各接続に対してセッションが作成されます。ただし、NAT セッション数には上限
があるため（「管理対象のシステム リソース」（P.A-5）を参照）、このような NAT セッションによりそ
の上限に達してしまう可能性があります。
上限に達することがないよう、非変換トラフィックに対して NAT セッションをディセーブルにできま
す（xlate バイパスと呼ばれる）。xlate バイパスをイネーブルにする方法については、「Xlate バイパス
の設定」（P.16-20）を参照してください。NAT 制御をディセーブルにしているときに非変換トラ
フィックが存在するか、NAT 除外を使用する場合、または NAT 制御をイネーブルにしているときに
NAT 除外を使用する場合、xlate バイパスによって FWSM でこのような非変換トラフィックに対して
セッションが作成されなくなります。次のような場合、NAT セッションは引き続き作成されます。

• （NAT 制御を使用するかどうかにかかわらず）アイデンティティ NAT を設定する場合。アイデン
ティティ NAT は変換と見なされます。
• NAT 制御で同じセキュリティのインターフェイスを使用する場合。トラフィックに対して NAT を
設定していない場合でも、同じセキュリティ インターフェイス間のトラフィックによって NAT
セッションが作成されます。この場合に NAT セッションを回避するには、NAT 制御をディセーブ
ルにするか、または NAT 除外とともに xlate バイパスを使用します。

NAT および PAT グローバル プールの利用率
任意の NAT または PAT コンフィギュレーションの現在のグローバル プール利用率を表示し、グロー
バル プールがなくなりそうかどうかを判別して、簡単にトラッキングできます。設定された各グロー
バル ノードでは、IP アドレスまたはポートがそのグローバル ノードから割り当てられる、または解放
されるときに、カウンタが増減します。このカウンタは、スタンバイ デバイス上にも存在し、フェー
ルオーバー時にグローバル ノード利用率をトラッキングします。
単一アドレス（ダイナミック PAT の場合）またはマッピング アドレス範囲（ダイナミック NAT の場
合）を指定できます。
ダイナミック NAT グローバル プールの利用率の例については、show global usage コマンドを参照し
てください。
hostname(config)# show global usage
NAT Global Pool
--------------209.165.201.10-209.165.201.20

ID
---1

interface
--------outside

In use
-----1

Most used
--------1

Total
----11

ダイナミック PAT ポートの利用率の例については、show global usage コマンドを参照してください。
hostname(config)# show global usage
NAT Global Pool
--------------209.165.201.10

ID
---2

interface
--------outside

In use
-----896

Most used
--------896

Total
----64512

NAT および同一セキュリティ レベルのインターフェイス
セキュリティ レベルが同じインターフェイス間では、NAT コントロールをイネーブルにした場合で
も、NAT は必要ありません。必要に応じて任意で NAT を設定できます。ただし、NAT 制御がイネー
ブルになっている場合にダイナミック NAT を設定するときは、NAT が必要です。詳細については、
「NAT コントロール」（P.16-5）を参照してください。また、同一セキュリティ レベルのインターフェ
イス上でダイナミック NAT または PAT に対して IP アドレス グループを指定する場合、そのアドレス
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グループが下位または同一セキュリティ レベルのインターフェイスにアクセスするときには、アドレ
ス グループに対して NAT を実行する必要があります（NAT 制御がイネーブルでない場合でも）。スタ
ティック NAT として識別されたトラフィックは影響を受けません。
「同一セキュリティ レベルのイン
同一セキュリティ レベルの通信をイネーブルにする方法については、
ターフェイス間の通信の許可」（P.6-10）を参照してください。

（注）

同一セキュリティ レベルのインターフェイス上に NAT を設定した場合、FWSM は VoIP インスペク
ション エンジンをサポートしません。これらのインスペクション エンジンには、Skinny、SIP、およ
び H.323 が含まれます。サポートされるインスペクション エンジンについては、「インスペクション
エンジンの概要」（P.22-2）を参照してください。

実アドレス照合用 NAT コマンドの順序
FWSM は、次の順序で NAT コマンドに対して実アドレスを照合します。
1. NAT 除外（nat 0 access-list）：最初の一致が見つかるまで順番どおり。アイデンティティ NAT は
このカテゴリではなく、標準スタティック NAT または標準 NAT のカテゴリに含まれます。予想外
の結果が生じる可能性があるので、NAT 除外ステートメントには重複するアドレスを指定しない
ことを推奨します。

2. スタティック NAT およびスタティック PAT（標準およびポリシー）（static）：最良の一致。スタ
ティック アイデンティティ NAT はこのカテゴリに含まれません。スタティック ステートメント内
でアドレスが重複する場合、警告が表示されますが、サポートは行われます。static コマンドの順
番は重要ではありません。実アドレスと最も一致した static ステートメントが使用されます。
3. ポリシー ダイナミック NAT（nat access-list）：最初の一致が見つかるまで順番どおり。アドレス
の重複は可能です。

4. 標準ダイナミック NAT（nat）：最良の一致。標準アイデンティティ NAT はこのカテゴリに含まれ
ます。NAT コマンドの順番は重要ではありません。実アドレスと最も一致した NAT ステートメン
トが使用されます。たとえば、インターフェイス上のすべてのアドレス（0.0.0.0）を変換する汎用
ステートメントを作成できます。ネットワークのサブセット（10.1.1.1）を別のアドレスに変換す
る場合は、10.1.1.1 だけを変換するステートメントを作成できます。10.1.1.1 が接続を開始する場
合、実アドレスと最も一致するので、10.1.1.1 用のステートメントが使用されます。重複するス
テートメントの使用は推奨できません。メモリの消費量が増え、FWSM のパフォーマンスが低下
する可能性があるからです。

NAT ステートメントの最大数
FWSM は、次に示す数の nat コマンド、global コマンド、および static コマンドをサポートします。
この数はすべてのコンテキスト間で分割されるか、またはシングルモードで使用されます。

• nat コマンド：2 K
• global コマンド：4 K
• static コマンド：2 K

FWSM ではポリシー NAT 用として、シングルモードではアクセス リストに最大 3942 の ACE、マル
チモードでは 7272 の ACE を指定できます。

16-16

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 16 章

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定

NAT の概要

マッピング アドレスの注意事項
実際のアドレスをマッピング アドレスに変換するときは、次のマッピング アドレスを使用できます。

• マッピング インターフェイスと同じネットワーク上のアドレス
（FWSM から出ていくトラフィックが通過する）マップ インターフェイスと同じネットワーク上
のアドレスを使用した場合、FWSM はプロキシ ARP を使用してマップ アドレスの要求に応答す
ることによって、実アドレス宛てのトラフィックを代行受信します。このソリューションにより、
FWSM は他のネットワークに対するゲートウェイにはならないので、ルーティングが簡素化され
ます。ただし、この方法では、変換に使用できるアドレス数に限度があります。

PAT では、マッピング インターフェイスの IP アドレスも使用できます。
• 固有のネットワーク上のアドレス
マッピング インターフェイスで使用可能なアドレスより多くのアドレスが必要な場合は、別のサ
ブネット上のアドレスを指定できます。FWSM は、プロキシ ARP を使用してマップ アドレス要
求に応答することによって、実アドレス宛てのトラフィックを代行受信します。マッピング イン
ターフェイスとは異なるサブネットワークに属するマッピング IP アドレスをアドバタイズするた
めに OSPF を使用する場合、マッピング インターフェイス IP 宛てのマッピング アドレスへのスタ
ティック ルートを作成してから、このルートを OSPF に再配布する必要があります。マップ イン
ターフェイスがパッシブの場合（ルートをアドバタイズしない）、またはスタティック ルーティン
グを使用する場合は、マップ アドレス宛てのトラフィックを FWSM に送信するアップストリーム
ルータ上でスタティック ルートを追加する必要があります。

DNS および NAT
応答内のアドレスを NAT コンフィギュレーションと一致するアドレスに置き換えて、DNS 応答を修正
するように FWSM を設定することが必要になる場合があります。DNS 修正は、各変換を設定するとき
に設定できます。
たとえば、DNS サーバが外部インターフェイスからアクセス可能であるとします。サーバ
ftp.example.com は内部インターフェイス上にあります。ftp.example.com の実際のアドレス
（10.1.3.14）を、外部ネットワーク上で可視のマッピング アドレス（209.165.201.10）にスタティック
（図 16-12 を参照）。この場合、このスタティック文で DNS
に変換するように、FWSM を設定します。
応答修正をイネーブルにする必要があります。これにより、実際のアドレスを使用して
ftp.example.com にアクセスすることを許可されている内部ユーザは、マッピング アドレスではなく実
際のアドレスを DNS サーバから受信できるようになります。
内部ホストが ftp.example.com のアドレスを求める DNS 要求を送信すると、DNS サーバはマップ ア
ドレス（209.165.201.10）で応答します。FWSM は内部サーバのスタティック ステートメントを参照
し、DNS 応答内のアドレスを 10.1.3.14 に変換します。DNS 応答の変換をイネーブルにしなかった場
合、内部ホストは ftp.example.com に直接アクセスする代わりに、209.165.201.10 にトラフィックを送
信しようとします。

（注）

DNS クエリー応答内の実 IP アドレスに対し、ルートを指定する必要があります。指定しないと、
FWSM は NAT を実行しません。必要なルートは、スタティック ルーティング、または RIP や OSPF
などのルーティング プロトコルによって突き止めることができます。
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図 16-12
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この例に対応するコマンドは、次のとおりです。
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.201.10 10.1.3.14 netmask 255.255.255.255
dns

（注）
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別のネットワーク（たとえば、DMZ）上のユーザが外部 DNS サーバから ftp.cisco.com の IP アドレス
も要求した場合、DNS 応答内の IP アドレスもこのユーザに対して変更されます。これは、ユーザが
static コマンドで参照される内部インターフェイスを使用していない場合でも同様です。
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図 16-13 に、外部の Web サーバと DNS サーバを示します。FWSM には、外部サーバ用のスタティッ
ク変換があります。この場合、内部ユーザが DNS サーバに ftp.example.com のアドレスを要求すると、
DNS サーバは実アドレス 209.165.20.10 で応答します。内部ユーザには、ftp.example.com のマップ
アドレス（10.1.2.56）を使用させるので、このスタティック変換に対して DNS 応答の変更を設定する
必要があります。
図 16-13

外部 NAT を使用する DNS 応答修正
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この例に対応するコマンドは、次のとおりです。
hostname(config)# static (outside,inside) 10.1.2.56 209.165.201.10 netmask 255.255.255.255
dns

NAT 制御の設定
NAT 制御では、内部インターフェイスから外部インターフェイスへのパケットは NAT ルールと一致す
る必要があります。詳細については、「NAT コントロール」（P.16-5）を参照してください。
NAT 制御をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# nat-control

NAT 制御をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を入力します。
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Xlate バイパスの設定
デフォルトでは、NAT を使用しない場合でも、FWSM によってすべての接続に対して NAT セッショ
ンが作成されます。NAT セッション数の上限に達することがないよう、非変換トラフィックに対して
NAT セッションをディセーブルにできます（xlate バイパスと呼ばれる）。詳細については、「NAT
セッション（Xlate）の作成」（P.16-14）を参照してください。

xlate バイパスをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# xlate-bypass

xlate バイパスをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を入力します。
次に、xlate バイパスをディセーブルにした場合の show xlate detail コマンドの出力例を示します。太
字の出力は、NAT が接続に対して明示的に設定されていない場合でも、16 個すべての接続でアイデン
ティティ NAT xlate が必要であることを示しています。
hostname# show xlate detail
Flags: D - DNS, d - dump, I - identity, i - inside, n - no random,
o - outside, r - portmap, s - static
16 in use, 16 most used
NAT from inside:10.1.1.11 to outside:10.1.1.11 flags Ii
NAT from inside:10.1.1.12 to outside:10.1.1.12 flags Ii
NAT from inside:10.1.1.13 to outside:10.1.1.13 flags Ii
NAT from inside:10.1.1.14 to outside:10.1.1.14 flags Ii
NAT from inside:10.1.1.15 to outside:10.1.1.15 flags Ii
...
NAT from inside:10.1.1.25 to outside:10.1.1.25 flags Ii
NAT from inside:10.1.1.26 to outside:10.1.1.26 flags Ii.

次に、xlate バイパスをイネーブルにした場合の show xlate detail コマンドの出力例を示します。太字
の出力は、アクティブな 16 個の接続のうち、どの接続でも xlate は不要であることを示しています。
hostname# show xlate detail
Flags: D - DNS, d - dump, I - identity, i - inside, n - no random,
o - outside, r - portmap, s - static
0 in use, 16 most used

次に、xlate バイパスをイネーブルにし、xlate が必要なスタティック アイデンティティ NAT コンフィ
ギュレーションが含まれる場合の show xlate detail コマンドの出力例を示します。
hostname(config)# static (inside,outside) 10.1.1.20 10.1.1.20 netmask 255.255.255.255
hostname(config)# show xlate detail
Flags: D - DNS, d - dump, I - identity, i - inside, n - no random,
o - outside, r - portmap, s - static
1 in use, 16 most used
NAT from inside:10.1.1.20 to outside:10.1.1.20 flags Isi

ダイナミック NAT および PAT の使用方法
ここでは、ダイナミック NAT および PAT の設定方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「ダイナミック NAT および PAT の実装」（P.16-21）
• 「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）
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ダイナミック NAT および PAT の実装
ダイナミック NAT と PAT の場合、最初に nat コマンドを設定し、変換する所定のインターフェイスの
実アドレスを指定します。次に、別の global コマンドを設定して、別のインターフェイスから出ると
きのマッピング アドレスを指定します（PAT の場合、このアドレスは 1 つです）。各 nat コマンドは、
各コマンドに割り当てられた番号である NAT ID の比較によって、1 つの global コマンドと一致しま
す。（図 16-14 を参照）。
図 16-14

NAT およびグローバル ID の照合
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.3-209.165.201.10

1 つまたは複数のインターフェイス上で同じ NAT ID を使用して複数の nat コマンドを入力できます。
その場合、トラフィックがインターフェイスから出ていくときに、すべてのインターフェイスで同じ
global コマンドが使用されます。たとえば、内部インターフェイスと DMZ インターフェイスに NAT
ID 1 を使用して、nat コマンドを設定します。さらに、同様に ID 1 を使用して、外部インターフェイ
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スに global コマンドを設定します。内部インターフェイスおよび DMZ インターフェイスからのトラ
フィックは、外部インターフェイスを出るときに、マッピングされたプールまたは PAT アドレスを共
有します。（図 16-15 を参照）。
図 16-15

複数のインターフェイスにおける NAT コマンド
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
nat (dmz) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
global (outside) 1 209.165.201.3-209.165.201.10

同じ NAT ID を使用して、各インターフェイスに global コマンドを 1 つずつ入力することもできます。
ID 1 を使用して、外部インターフェイスと DMZ インターフェイスに global コマンドを入力した場合、
内部 nat コマンドでは、外部インターフェイスと DMZ インターフェイスの両方に送る場合に、トラ
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フィックを変換することを指定します。同様に、DMZ インターフェイスにも ID 1 を使用して nat コマ
ンドを入力した場合、DMZ トラフィックにも外部インターフェイス上の global コマンドが使用されま
す （図 16-16 を参照）。
図 16-16

複数のインターフェイスにおけるグローバルおよび NAT コマンド
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
nat (dmz) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
global (outside) 1 209.165.201.3-209.165.201.10
global (dmz) 1 10.1.1.23

複数の異なる NAT ID を使用する場合は、さまざまな実アドレス セットにそれぞれ異なるマップ アド
レスが割り当てられるように指定します。たとえば、内部インターフェイス上で、2 つの nat コマンド
を 2 つの NAT ID で指定できます。外部インターフェイスでは、この 2 つの ID に対応する global コ
マンドを 2 つ設定できます。その場合、内部ネットワーク A からのトラフィックが外部インターフェ
イスを出ると、IP アドレスはプール A のアドレスに変換されます。内部ネットワーク B からのトラ
（図 16-17 を参照）。ポリシー NAT を使用した場合
フィックは、プール B のアドレスに変換されます。
は、宛先のアドレスとポートが各アクセス リスト内で固有であれば、複数の nat コマンドに対して同
じ実際のアドレスを指定できます。
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図 16-17
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
nat (inside) 2 192.168.1.0 255.255.255.0
global (outside) 1 209.165.201.3-209.165.201.10
global (outside) 2 209.165.201.11

同じ NAT ID を使用して、1 つのインターフェイスに複数の global コマンドを入力できます。この場
合、FWSM は最初に、ダイナミック NAT の global コマンドをコンフィギュレーションで指定された
順番どおりに使用し、次に PAT の global コマンドを順番どおりに使用します。特定のアプリケーショ
ンにダイナミック NAT を使用する必要があり、なおかつダイナミック NAT アドレスをすべて使い果
たした場合に備えてバックアップ用の PAT ステートメントも必要だという場合、ダイナミック NAT
global コマンドと PAT global コマンドの両方を入力します。同様に、1 つの PAT がマッピングされた
文がサポートする約 64,000 回の PAT セッションより多くのセッションが必要な場合、2 つの PAT 文を
入力できます。（図 16-18 を参照）。
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図 16-18

NAT および PAT の併用
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.3-209.165.201.4
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.5

外部 NAT（外部から内部へ）の場合、nat コマンドで outside キーワードを使用する必要があります。
外部インターフェイスにアクセスしたときにも同じトラフィックを変換する場合は（DMZ 上のトラ
フィックを内部インターフェイスにアクセスするときにも、外部インターフェイスにアクセスするとき
にも変換するような状況）、outside オプションを使用せずに、別個の nat コマンドを設定する必要が
あります。この場合、両方の文で同じアドレスを指定し、同じ NAT ID を使用できます。（図 16-19 を
参照）。外部 NAT（DMZ インターフェイスから内部インターフェイスへ）では、内部ホストは static
コマンドを使用して外部アクセスを許可します。したがって、送信元アドレスと宛先アドレスの両方が
変換されます。
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図 16-19

外部 NAT および内部 NAT の組み合わせ
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この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

nat (dmz) 1 10.1.1.0 255.255.255.0 outside
nat (dmz) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
static (inside,dmz) 10.1.1.5 10.1.2.27 netmask 255.255.255.255
global (outside) 1 209.165.201.3-209.165.201.4
global (inside) 1 10.1.2.30-1-10.1.2.40

nat コマンドで IP アドレス グループを指定する場合、そのアドレス グループが下位または同一セキュ
リティ レベルのインターフェイスにアクセスするときに、そのアドレス グループに対して NAT を実行
する必要があります。各インターフェイスで同じ NAT ID を持つ global コマンドを適用するか、static
コマンドを使用します。アドレス グループが上位セキュリティ レベルのインターフェイスにアクセス
する場合、NAT は必要ありません。外部から内部に NAT を実行するには、outside キーワードを使用
して別個の nat コマンドを作成する必要があるためです。外部 NAT を適用する場合、アドレス グルー
プがすべての上位セキュリティ レベルのインターフェイスにアクセスするときに、直前の NAT 要件が
そのアドレス グループに対して有効になります。static コマンドによって識別されたトラフィックは影
響を受けません。

16-26

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 16 章

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定
ダイナミック NAT および PAT の使用方法

ダイナミック NAT または PAT の設定
ここでは、ダイナミック NAT またはダイナミック PAT の設定方法について説明します。ダイナミック
NAT およびダイナミック PAT の設定方法はほぼ同じですが、NAT ではマップ アドレス範囲を指定す
るのに対して、PAT では単一アドレスを指定します。
図 16-20 に、一般的なダイナミック NAT のシナリオを示します。変換対象ホストだけが NAT セッ
ションを作成することができ、応答トラフィックの返信が許可されます。マップ アドレスは global コ
マンドによって定義されたプールから動的に割り当てられます。
図 16-20

ダイナミック NAT
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図 16-21 に、一般的なダイナミック PAT のシナリオを示します。変換対象ホストだけが NAT セッショ
ンを作成することができ、応答トラフィックの返信が許可されます。global コマンドによって定義さ
れたマップ アドレスは各変換で同一ですが、ポートは動的に割り当てられます。
図 16-21
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ダイナミック NAT の詳細については、「ダイナミック NAT」（P.16-6）を参照してください。PAT の詳
細については、「PAT」（P.16-8）を参照してください。

（注）

NAT コンフィギュレーションを変更したときに、既存の変換がタイムアウトするまで待機せずに新し
い NAT 情報を使用する必要がある場合は、clear xlate コマンドを使用して変換テーブルを消去できま
す。ただし、変換テーブルを消去すると、変換を使用している現在の接続がすべて切断されます。
ダイナミック NAT または PAT を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

次のコマンドを入力して、変換する実アドレスを指定します。

• ポリシー NAT：
hostname(config)# nat (real_interface) nat_id access-list acl_name [dns] [outside]
[[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns] [norandomseq]
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他の nat コマンドで重複するアドレスを指定できます。たとえば、あるコマンドで 10.1.1.0 を指定
し、別のコマンドで 10.1.1.1 を指定できます。トラフィックは最初の一致が見つかるまで順番にポ
リシー NAT コマンドと照合されます。または標準 NAT の場合は、最良の一致を使用します。
このコマンドのオプションについて説明します。

– access-list acl_name：拡張アクセス リストを使用して、実アドレスと宛先アドレスを指定し
ます。拡張アクセス リストを作成するには、access-list extended コマンドを使用します。
（「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照）。このアクセス リストには、許可 ACE だけ
を含めます。オプションで、eq 演算子を使用して、アクセス リストに実際のポートと宛先
ポートを指定できます。ポリシー NAT およびスタティック NAT では inactive または
time-range キーワードが考慮され、ACE が非アクティブ状態になると動作を停止します。
– nat_id：1 ～ 65,535 の整数です。NAT ID は global コマンドの NAT ID と一致する必要があ
ります。NAT ID の使用方法の詳細については、「ダイナミック NAT および PAT の実装」
（P.16-21）を参照してください。0 は NAT 除外用として予約されています （NAT 除外の詳細
については、「NAT 除外の設定」（P.16-37）を参照してください）。
– dns：DNS サーバにエントリが作成されているホストのアドレスを nat コマンドに指定し、な
おかつ DNS サーバがクライアントとは異なるインターフェイス上に配置されている場合、ク
ライアントと DNS サーバに必要なホスト アドレスはそれぞれ異なります。一方はマップ アド
レスが必要で、もう一方は実アドレスが必要です。このオプションは、クライアントに送信さ
れる DNS 応答内のアドレスを書き換えます。変換対象のホストは、クライアントまたは DNS
サーバのいずれかと同じインターフェイス上に存在していなければなりません。一般に、他の
インターフェイスからのアクセスを許可する必要があるホストは static 変換を使用するため、
static コマンドではこのオプションの方が使用される可能性が高くなります。（詳細について
は、「DNS および NAT」（P.16-17）を参照してください）。

– outside：このインターフェイスのセキュリティ レベルが global ステートメントの一致によっ
て特定されたインターフェイスより低い場合、outside を入力し、NAT インスタンスを外部
NAT として指定する必要があります。
– tcp tcp_max_conns：各ホストの同時 TCP 接続の最大数（65,536 まで）を指定します。デ
フォルトは 0 で、これは最大接続数を意味します。
– emb_limit：ホストごとの初期接続の最大数（65,536 まで）です。デフォルトは 0 で、これは
最大接続数を意味します。emb_limit を入力する前に、tcp tcp_max_conns を入力する必要が
あります。tcp_max_conns にはデフォルト値を使用し、emb_limit を変更する場合は、
tcp_max_conns に 0 を入力します。
初期接続は、送信元と宛先間で必要なハンドシェイクを完了しなかった接続要求です。初期接
続数を制限することで、DoS 攻撃からシステムを保護できます。FWSM は初期接続制限を使
用して、TCP 代行受信機能をトリガーします。初期接続は、送信元と宛先間で必要なハンド
シェイクを完了しなかった接続要求です。TCP 代行受信では、SYN クッキー アルゴリズムを
使用して、TCP SYN フラッディング攻撃を防止します。SYN フラッディング攻撃は、通常ス
プーフされた IP アドレスから発信された一連の SYN パケットによって行われます。SYN パ
ケットが継続的にフラッディングされることにより、サーバの SYN キューがいっぱいになり、
サーバで接続要求を処理できなくなります。接続が、初期接続しきい値に達すると、FWSM
はサーバのプロキシとして動作し、クライアントの SYN 要求に対して SYN-ACK 応答を生成
します。FWSM は、クライアントから ACK を受信すると、クライアントを認証してサーバへ
の接続を許可できます。

– udp udp_max_conns：各ホストの同時 UDP 接続の最大数（65,536 まで）を指定します。デ
フォルトは 0 で、これは最大接続数を意味します。
– norandomseq：TCP Initial Sequence Number（ISN）ランダム化をディセーブルにします。
TCP Initial Sequence Number ランダム化をディセーブルにできるのは、別のインライン ファ
イアウォールでも Initial Sequence Number をランダム化している場合です。両方のファイア
ウォールでこの処理を実行する必要はないためです。ただし、両方のファイアウォールで ISN
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ランダム化をイネーブルにしたままにしてもトラフィックには影響しません。それぞれの

TCP 接続には 2 つの ISN が割り当てられており、そのうちの 1 つはクライアントで生成され、
もう 1 つはサーバで生成されます。セキュリティ アプライアンスでは、発信方向に通過する
TCP SYN の ISN をランダム化します。同一セキュリティ レベルの 2 つのインターフェイス間
の接続の場合、ISN は双方向の SYN でランダム化されます。保護対象のホストの ISN をラン
ダム化することにより、攻撃者が新しい接続に使用される次の ISN を予測して新しいセッショ
ンをハイジャックするのを阻止します。

（注）

モジュラ ポリシー フレームワークを使用することによっても、接続制限を設定できます（ただ
し、初期接続制限は設定できません）。詳細については、「接続制限とタイムアウトの設定」
（P.21-1）を参照してください。初期接続制限を設定するには、NAT を使用する必要がありま
す。両方の方法を使用して同じトラフィックにこれらの設定を行う場合は、FWSM は低い方の
制限を使用します。TCP シーケンスのランダム化がいずれかの方法を使用してディセーブルに
なっている場合、FWSM は TCP シーケンスのランダム化をディセーブルにします。

• 標準 NAT
hostname(config)# nat (real_interface) nat_id real_ip [mask [dns] [outside]
[[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns] [norandomseq]]

nat_id は 1 ～ 2,147,483,647 の整数です。NAT ID は global コマンドの NAT ID と一致する必要
があります。NAT ID の使用方法の詳細については、「ダイナミック NAT および PAT の実装」
（P.16-21）を参照してください。0 はアイデンティティ NAT 用として予約されています。アイデ
ンティティ NAT の詳細については、「アイデンティティ NAT の設定」（P.16-35）を参照してくだ
さい。
その他のオプションについては、前述のポリシー NAT コマンドを参照してください。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、特定のインターフェイスから送信される実アドレスに割り当てるマップ ア
ドレス（複数可）を指定します。
hostname(config)# global (mapped_interface) nat_id {mapped_ip[-mapped_ip]}

この NAT ID は nat コマンドの NAT ID と一致する必要があります。対応する nat コマンドで、このイ
ンターフェイスを出るときに変換するアドレスを指定します。
単一アドレス（PAT の場合）またはアドレス範囲（NAT の場合）を指定できます。範囲は必要に応じ
て、サブネット境界を超えて指定できます。次に、指定できる「スーパーネット」の例を示します。
192.168.1.1-192.168.2.254

たとえば、内部インターフェイス上の 10.1.1.0/24 ネットワークを変換するには、次のコマンドを入力
します。
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.1-209.165.201.30

ダイナミック NAT 用のアドレス プールを、NAT プールを使い果たしたときのための PAT アドレスと
ともに指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.5
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.10-209.165.201.20

ルーティングを簡素化する場合など、セキュリティ レベルの低い DMZ ネットワークのアドレスを変
換し、内部ネットワーク（10.1.1.0）と同じネットワーク上にあるように見せるには、次のコマンドを
入力します。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

16-29

第 16 章

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定

スタティック NAT の使用方法

hostname(config)# nat (dmz) 1 10.1.2.0 255.255.255.0 outside dns
hostname(config)# global (inside) 1 10.1.1.45

ポリシー NAT を使用して、1 つの実際のアドレスに 2 つの異なる宛先アドレスを指定するには、次の
コマンドを入力します。（関連図については、図 16-9（P.16-12）を参照してください）。
hostname(config)#
255.255.255.224
hostname(config)#
255.255.255.224
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list NET1 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.0
access-list NET2 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.200.224
nat (inside) 1 access-list NET1 tcp 0 2000 udp 10000
global (outside) 1 209.165.202.129
nat (inside) 2 access-list NET2 tcp 1000 500 udp 2000
global (outside) 2 209.165.202.130

ポリシー NAT を使用して、それぞれが異なるポートを使用する、1 つの実際のアドレスと宛先アドレ
スのペアを指定するには、次のコマンドを入力します。（関連図については、図 16-10（P.16-13）を参
照してください）。
hostname(config)# access-list WEB permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11
255.255.255.255 eq 80
hostname(config)# access-list TELNET permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11
255.255.255.255 eq 23
hostname(config)# nat (inside) 1 access-list WEB
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.202.129
hostname(config)# nat (inside) 2 access-list TELNET
hostname(config)# global (outside) 2 209.165.202.130

（注）

global キーワードを指定せずにダイナミック NAT を設定した場合、FWSM と ASA の動作が異なりま
す。FWSM では、アイデンティティ xlate が作成され、パケットが転送されます。ASA では、xlate は
作成されず、パケットは、global キーワードがないためドロップされます。
次の例では、outside インターフェイスの背後を宛先とする、10.1.1.0/24 から送信されるパケットは、
FWSM では転送されますが、ASA ではドロップされます。hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0
255.255.255.0 without global (outside) 1 X
この状況を回避するには、NAT 除外（nat 0）を設定するか、global キーワードを指定します。

スタティック NAT の使用方法
ここでは、スタティック変換の設定方法について説明します。
図 16-22 に、一般的なスタティック NAT のシナリオを示します。変換は常にアクティブであるため、
変換対象ホストとリモート ホストの両方で接続を生成でき、マップ アドレスは static コマンドによっ
て静的に割り当てられます。
図 16-22

スタティック NAT

10.1.1.1

209.165.201.1

10.1.1.2

209.165.201.2

ౝㇱ

16-30

ᄖㇱ

132937

FWSM

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 16 章

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定
スタティック NAT の使用方法

スタティック PAT を使用しないと、同一の実際のアドレスまたはマッピング アドレスを、同一の 2 つ
のインターフェイス間の複数の static コマンドで使用することはできません。（「スタティック PAT の
使用方法」（P.16-32）を参照）。同じマッピングされているインターフェイスに対して、global コマン
ドでも定義されているマッピング先のアドレスを static コマンドで使用しないでください。
スタティック NAT の詳細については、「スタティック NAT」（P.16-9）を参照してください。

（注）

static コマンドを削除しても、その変換を使用する既存の接続は影響を受けません。これらの接続を削
除するには、clear local-host または clear xlate コマンドを入力します。変換テーブルに基づくスタ
ティック変換は、clear xlate コマンドを使用して削除できます。変換テーブルは消去され、現在の変
換がすべて削除されます。clear xlate コマンドでは、xlate バイパスがイネーブルになっており、接続
で xlate が使用されていない場合でも、すべての接続をクリアします。
これらのコマンドの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router
Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

スタティック NAT を設定するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

• ポリシー スタティック NAT の場合、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (real_interface,mapped_interface) mapped_ip
access-list acl_name [dns] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns]
[norandomseq]

拡張アクセス リストを使用して、実アドレスおよび宛先 / 送信元アドレスを指定します。拡張アク
セス リストを作成するには、access-list extended コマンドを使用します。（「拡張アクセス リスト
の追加」（P.13-6）を参照）。アクセス リストの最初のアドレスは実際のアドレスです。2 番目のア
ドレスは、トラフィックの発信元に応じて送信元アドレスまたは宛先アドレスのいずれかになりま
す。たとえば、10.1.1.1 から 209.165.200.224 ネットワークにトラフィックが送信される場合に、
実アドレス 10.1.1.1 をマップ アドレス 192.168.1.1 に変換するには、次の access-list および static
コマンドを使用します。
hostname(config)# access-list TEST extended ip host 10.1.1.1 209.165.200.224
255.255.255.224
hostname(config)# static (inside,outside) 192.168.1.1 access-list TEST

この場合、2 番めのアドレスは宛先アドレスです。ただし、ホストがマッピング先のアドレスへの
接続を開始する場合にも、同じコンフィギュレーションが使用されます。たとえば、
209.165.200.224/27 ネットワークのホストで 192.168.1.1 への接続を開始する場合、アクセス リス
ト内の 2 つめのアドレスは送信元アドレスになります。
このアクセス リストには、許可 ACE のみを含めます。オプションで、eq 演算子を使用して、ア
クセス リストに実際のポートと宛先ポートを指定できます。ポリシー NAT およびスタティック
NAT では inactive または time-range キーワードが考慮され、ACE が非アクティブ状態になると
動作を停止します。詳細については、「ポリシー NAT」（P.16-11）を参照してください。
変換のためのネットワークを指定すると（10.1.1.0 255.255.255.0 など）、FWSM は .0 と .255 のア
ドレスを変換します。これらのアドレスへのアクセスを禁止する場合は、アクセスを拒否するよう
にアクセス リストを設定する必要があります。
その他のオプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照して
ください。

• 標準スタティック NAT を設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (real_interface,mapped_interface) mapped_ip real_ip
[netmask mask] [dns] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns]
[norandomseq]
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オプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照してください。
たとえば、次のポリシー スタティック NAT の例は、宛先アドレスに応じて 2 つのマッピング先のアド
レスに変換される単一の実アドレスを示しています。
（関連図については、図 16-9（P.16-12）を参照し
てください）。
hostname(config)#
hostname(config)#
255.255.255.224
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list NET1 permit ip host 10.1.2.27 209.165.201.0 255.255.255.224
access-list NET2 permit ip host 10.1.2.27 209.165.200.224
static (inside,outside) 209.165.202.129 access-list NET1
static (inside,outside) 209.165.202.130 access-list NET2

次のコマンドでは、内部 IP アドレス（10.1.1.3）を外部 IP アドレス（209.165.201.12）にマッピング
します。
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.201.12 10.1.1.3 netmask 255.255.255.255

次のコマンドでは、外部アドレス（209.165.201.15）を内部アドレス（10.1.1.6）にマッピングします。
hostname(config)# static (outside,inside) 10.1.1.6 209.165.201.15 netmask 255.255.255.255

次のコマンドでは、サブネット全体をスタティックにマッピングします。
hostname(config)# static (inside,dmz) 10.1.1.0 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0

スタティック PAT の使用方法
ここでは、スタティック ポート変換の設定方法について説明します。スタティック PAT を使用すると、
実 IP アドレスをマップ IP アドレスに変換し、さらに実ポートをマップ ポートに変換できます。同じ
ポートを変換する場合は、特定のトラフィック タイプを変換できます。または、別のポートに変換す
ることによってさらに細かく制御することもできます。
図 16-23 に、一般的なスタティック PAT の使用例を示します。変換は常にアクティブであるため、変
換対象ホストとリモート ホストの両方で接続を生成でき、マップ アドレスおよびポートは static コマ
ンドによって静的に割り当てられます。
図 16-23

スタティック PAT
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セカンダリ チャネル（FTP、VoIP など）でアプリケーション検査を必要とするアプリケーションの場
合、FWSM はセカンダリ ポートを自動的に変換します。
同じマッピングされているインターフェイスに対して、global コマンドでも定義されているマッピン
グ先のアドレスを static コマンドで使用しないでください。
スタティック PAT の詳細については、「スタティック PAT」（P.16-9）を参照してください。
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（注）

static コマンドを削除しても、その変換を使用する既存の接続は影響を受けません。これらの接続を削
除するには、clear local-host コマンドを入力します。
変換テーブルに基づくスタティック変換は、clear xlate コマンドを使用して削除できます。変換テー
ブルは消去され、現在の変換がすべて削除されます。

スタティック PAT を設定するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

• ポリシー スタティック PAT の場合、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (real_interface,mapped_interface) {tcp | udp} mapped_ip
mapped_port access-list acl_name [dns] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]]
[udp udp_max_conns] [norandomseq]

拡張アクセス リストを使用して、実アドレスおよび宛先 / 送信元アドレスを指定します。拡張アク
セス リストを作成するには、access-list extended コマンドを使用します。（「拡張アクセス リスト
の追加」（P.13-6）を参照）。アクセス リストのプロトコルとこのコマンドで設定するプロトコルは
一致している必要があります。たとえば、static コマンドで tcp を指定する場合は、アクセス リス
トで tcp を指定する必要があります。ポートを指定するには、eq 演算子を使用します。
アクセス リストの最初のアドレスは実際のアドレスです。2 番目のアドレスは、トラフィックの発
信元に応じて送信元アドレスまたは宛先アドレスのいずれかになります。たとえば、10.1.1.1 から
209.165.200.224 ネットワークにトラフィックが送信される場合に、実アドレス 10.1.1.1/Telnet を
マップ アドレス 192.168.1.1/Telnet に変換するには、次の access-list および static コマンドを使用
します。
hostname(config)# access-list TEST extended tcp host 10.1.1.1 209.165.200.224
255.255.255.224 eq telnet
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 192.168.1.1 telnet access-list TEST

この場合、2 番めのアドレスは宛先アドレスです。ただし、ホストがマッピング先のアドレスへの
接続を開始する場合にも、同じコンフィギュレーションが使用されます。たとえば、
209.165.200.224/27 ネットワークのホストで 192.168.1.1 への Telnet 接続を開始する場合、アクセ
ス リスト内の 2 つめのアドレスは送信元アドレスになります。
このアクセス リストには、許可 ACE のみを含めます。ポリシー NAT およびスタティック NAT で
は inactive または time-range キーワードが考慮され、ACE が非アクティブ状態になると動作を停
止します。詳細については、「ポリシー NAT」（P.16-11）を参照してください。
変換のためのネットワークを指定すると（10.1.1.0 255.255.255.0 など）、FWSM は .0 と .255 のア
ドレスを変換します。これらのアドレスへのアクセスを禁止する場合は、アクセスを拒否するよう
にアクセス リストを設定する必要があります。
その他のオプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照して
ください。

• 標準スタティック PAT を設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (real_interface,mapped_interface) {tcp | udp} mapped_ip
mapped_port real_ip real_port [netmask mask] [dns] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]]
[udp udp_max_conns] [norandomseq]

オプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照してください。
たとえば、10.1.3.0 ネットワーク上のホストから FWSM 外のインターフェイス（10.1.2.14）に向かっ
て開始される Telnet トラフィックの場合、次のコマンドを入力することによって、10.1.1.15 にある内
部ホストにトラフィックをリダイレクトできます。
hostname(config)# access-list TELNET permit tcp host 10.1.1.15 10.1.3.0 255.255.255.0 eq
telnet
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hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet access-list TELNET

10.1.3.0 ネットワーク上のホストから FWSM 外のインターフェイス（10.1.2.14）に向かって開始され
る HTTP トラフィックの場合、次のように入力することによって、10.1.1.15 にある内部ホストにトラ
フィックをリダイレクトできます。
hostname(config)# access-list HTTP permit tcp host 10.1.1.15 10.1.3.0 255.255.255.0 eq
http
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 http access-list HTTP

FWSM 外のインターフェイス（10.1.2.14）から 10.1.1.15 にある内部ホストに Telnet トラフィックを
リダイレクトするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet 10.1.1.15 telnet netmask
255.255.255.255

ただし、上記の実際の Telnet サーバが接続を開始できるようにするには、変換を追加する必要があり
ます。たとえば、その他のすべてのタイプのトラフィックを変換するには、次のコマンドを入力しま
す。元の static コマンドは、Telnet からサーバへの変換を行います。一方、nat コマンドと global コマ
ンドは、サーバからの発信接続のための PAT を指定します。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet 10.1.1.15 telnet netmask
255.255.255.255
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.15 255.255.255.255
hostname(config)# global (outside) 1 10.1.2.14

すべての内部トラフィックについて個別の変換も保持し、内部ホストが Telnet サーバとは異なるマッ
ピング先のアドレスを使用する場合でも、Telnet サーバから開始されるトラフィックが、サーバへの
Telnet トラフィックを許可する static ステートメントと同じマッピング先のアドレスを使用するように
設定できます。Telnet サーバ専用の、より排他的な nat ステートメントを作成する必要があります。
nat ステートメントは最も一致しているものが読み取られるため、より排他的な nat ステートメントは
一般的なステートメントよりも前に一致します。次に、Telnet の static ステートメント、Telnet サーバ
から開始されるトラフィック用の、より排他的な nat ステートメント、および異なるマッピング先のア
ドレスを使用する他の内部ホスト用のステートメントの例を示します。
hostname(config)#
255.255.255.255
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet 10.1.1.15 telnet netmask
nat (inside) 1 10.1.1.15 255.255.255.255
global (outside) 1 10.1.2.14
nat (inside) 2 10.1.1.0 255.255.255.0
global (outside) 2 10.1.2.78

well-known ポート（80）を別のポート（8080）に変換するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.45 80 10.1.1.16 8080 netmask
255.255.255.255

NAT のバイパス
ここでは、NAT のバイパス方法について説明します。NAT 制御をイネーブルにするときに、NAT をバ
イパスできます。アイデンティティ NAT、スタティック アイデンティティ NAT、または NAT 除外を
使用することによって、NAT をバイパスできます。各方式の詳細については、「NAT 制御をイネーブ
ルにした場合の NAT のバイパス」（P.16-10）を参照してください。ここでは、次の内容について説明
します。

• 「アイデンティティ NAT の設定」（P.16-35）
• 「スタティック アイデンティティ NAT の設定」（P.16-35）
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• 「NAT 除外の設定」（P.16-37）

アイデンティティ NAT の設定
アイデンティティ NAT では、実 IP アドレスを同一 IP アドレスに変換します。
「変換対象」ホストだけ
が NAT 変換を作成することができ、応答トラフィックの返信が許可されます。
図 16-24 に、一般的なアイデンティティ NAT のシナリオを示します。
図 16-24

アイデンティティ NAT
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NAT コンフィギュレーションを変更したときに、既存の変換がタイムアウトするまで待機せずに新し
い NAT 情報を使用する必要がある場合は、clear xlate コマンドを使用して変換テーブルを消去できま
す。ただし、変換テーブルを消去すると、変換を使用している現在の接続がすべて切断されます。
アイデンティティ NAT を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# nat (real_interface) 0 real_ip [mask [dns] [outside]
[[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns] [norandomseq]]

オプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照してください。
たとえば、内部のネットワーク 10.1.1.0/24 にアイデンティティ NAT を使用する場合、次のコマンドを
入力します。
hostname(config)# nat (inside) 0 10.1.1.0 255.255.255.0

スタティック アイデンティティ NAT の設定
スタティック アイデンティティ NAT では、実 IP アドレスを同一 IP アドレスに変換します。変換は常
にアクティブであるため、「変換対象」ホストとリモート ホストの両方で接続を生成できます。スタ
ティック アイデンティティ NAT では、標準 NAT またはポリシー NAT を使用できます。ポリシー
NAT では、変換する実トラフィックを決定するときに実アドレスと宛先アドレスを識別できます。（ポ
リシー NAT の詳細については、「ポリシー NAT」（P.16-11）を参照してください）。たとえば、内部ア
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ドレスが外部インターフェイスにアクセスするとき、宛先がサーバ A である場合は内部アドレスに対
してポリシー スタティック アイデンティティ NAT を使用し、外部サーバ B にアクセスする場合は通
常の変換を使用できます。
図 16-25 に、一般的なスタティック アイデンティティ NAT の使用例を示します。
図 16-25

スタティック アイデンティティ NAT
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static コマンドを削除しても、その変換を使用する既存の接続は影響を受けません。これらの接続を削
除するには、clear local-host コマンドを入力します。
変換テーブルに基づくスタティック変換は、clear xlate コマンドを使用して削除できます。変換テー
ブルは消去され、現在の変換がすべて削除されます。

スタティック アイデンティティ NAT を設定するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

• ポリシー スタティック アイデンティティ NAT を設定する場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (real_interface,mapped_interface) real_ip access-list acl_id
[dns] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns] [norandomseq]

拡張アクセス リストを作成するには、access-list extended コマンドを使用します。（「拡張アクセ
ス リストの追加」（P.13-6）を参照）。このアクセス リストには、許可 ACE だけを含めます。アク
セス リストの送信元アドレスが、このコマンドの real_ip と一致する必要があります。ポリシー
NAT およびスタティック NAT では inactive または time-range キーワードが考慮され、ACE が非
アクティブ状態になると動作を停止します。詳細については、「ポリシー NAT」（P.16-11）を参照
してください。
その他のオプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照して
ください。

• 標準スタティック アイデンティティ NAT を設定する場合、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (real_interface,mapped_interface) real_ip real_ip
[netmask mask] [dns] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns]
[norandomseq]

両方の real_ip 引数に、同じ IP アドレスを指定します。
その他のオプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照して
ください。
次のコマンドでは、外部からアクセスされたときに、スタティック アイデンティティ NAT を内部 IP
アドレス（10.1.1.3）に対して使用します。
hostname(config)# static (inside,outside) 10.1.1.3 10.1.1.3 netmask 255.255.255.255
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次のコマンドでは、内部からアクセスされたときに、スタティック アイデンティティ NAT を外部アド
レス（209.165.201.15）に対して使用します。
hostname(config)# static (outside,inside) 209.165.201.15 209.165.201.15 netmask
255.255.255.255

次のコマンドでは、サブネット全体をスタティックにマッピングします。
hostname(config)# static (inside,dmz) 10.1.2.0 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0

次のスタティック アイデンティティ ポリシー NAT の例で、ある宛先アドレスにアクセスするときにア
イデンティティ NAT を使用し、別の宛先アドレスにアクセスするときには変換を使用する、単一実ア
ドレスを示します。
hostname(config)#
hostname(config)#
255.255.255.224
hostname(config)#
hostname(config)#

access-list NET1 permit ip host 10.1.2.27 209.165.201.0 255.255.255.224
access-list NET2 permit ip host 10.1.2.27 209.165.200.224
static (inside,outside) 10.1.2.27 access-list NET1
static (inside,outside) 209.165.202.130 access-list NET2

NAT 除外の設定
NAT 除外ではアドレスを変換処理から除外して、実ホストとリモート ホストの両方で接続を開始でき
るようにします。NAT 除外では、（ポリシー NAT と同様）除外する実トラフィックを決定するときに
実アドレスと宛先アドレスを指定できるので、アイデンティティ NAT を使用するよりも NAT 除外を
使用する方がきめ細かい制御が行えます。その反面、ポリシー NAT と異なり、NAT 免除ではアクセス
リストのポートが考慮されません。アクセス リストのポートを考慮するには、スタティック アイデン
ティティ NAT を使用します。
図 16-26 に、一般的な NAT 除外の使用例を示します。
図 16-26

NAT 除外
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FWSM

NAT 除外コンフィギュレーションを削除しても、その NAT 除外を使用する既存の接続は影響を受けま
せん。これらの接続を削除するには、clear local-host コマンドを入力します。
NAT 除外を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# nat (real_interface) 0 access-list acl_name [outside] [[tcp]
tcp_max_conns [emb_limit]] [udp udp_max_conns] [norandomseq]
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拡張アクセス リストを作成するには、access-list extended コマンドを使用します。
（「拡張アクセス リ
ストの追加」（P.13-6）を参照）。このアクセス リストには、許可 ACE と拒否 ACE の両方を含めるこ
とができます。アクセス リストで実ポートと宛先ポートを指定しないでください。NAT 除外では、
ポートは考慮されません。NAT 除外では inactive または time-range キーワードも考慮されず、すべ
ての ACE は NAT 除外コンフィギュレーションに対してアクティブであると見なされます。
その他のオプションについては、「ダイナミック NAT または PAT の設定」（P.16-27）を参照してくだ
さい。
デフォルトでは、このコマンドは内部から外部へのトラフィックを除外します。外部から内部へのトラ
フィックに対して NAT をバイパスする場合は、新たに nat コマンドを追加して outside を入力し、
NAT インスタンスを外部 NAT として識別します。外部インターフェイスに対してダイナミック NAT
を設定して、他のトラフィックを除外する場合は、外部 NAT 除外を使用できます。
たとえば、任意の宛先アドレスにアクセスするときに、内部ネットワークを除外するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# access-list EXEMPT permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 any
hostname(config)# nat (inside) 0 access-list EXEMPT

DMZ ネットワークにダイナミック外部 NAT を使用し、他の DMZ ネットワークを除外するには、次の
コマンドを入力します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

nat (dmz) 1 10.1.2.0 255.255.255.0 outside dns
global (inside) 1 10.1.1.45
access-list EXEMPT permit ip 10.1.3.0 255.255.255.0 any
nat (dmz) 0 access-list EXEMPT

2 つの異なる宛先アドレスにアクセスするときに、内部アドレスを除外するには、次のコマンドを入力
します。
hostname(config)# access-list NET1 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.0
255.255.255.224
hostname(config)# access-list NET1 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.200.224
255.255.255.224
hostname(config)# nat (inside) 0 access-list NET1

NAT の例
ここでは、一般的な NAT ソリューションの使用例を示します。内容は次のとおりです。

• 「重複したネットワーク」（P.16-39）
• 「ポートのリダイレクション」（P.16-40）
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重複したネットワーク
図 16-27 では、FWSM はアドレス範囲の重複する 2 つのプライベート ネットワークを接続します。
図 16-27

重複したネットワークで外部 NAT を使用する場合
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2 つのネットワークで重複するアドレス スペース（192.168.100.0/24）が使用されていますが、各ネッ
トワーク上のホストは（アクセス リストの許可に従って）相互に通信しなければなりません。NAT を
使用しない場合、内部ネットワーク上のホストが重複した DMZ ネットワーク上のホストにアクセスし
ようとしても、パケットは FWSM を通過できません。パケットの宛先アドレスが内部ネットワーク上
のアドレスであると見なされるためです。さらに、内部ネットワーク上の別のホストがその宛先アドレ
スを使用している場合は、そのホストがパケットを受信します。
この問題を解決するには、NAT を使用して重複しないアドレスを提供します。双方向にアクセスでき
るようにするには、両方のネットワークにスタティック NAT を使用します。内部インターフェイスか
ら DMZ 上のホストへのアクセスだけを許可する場合は、内部アドレスにダイナミック NAT を使用し、
アクセス先の DMZ アドレスにスタティック NAT を使用します。この例は、スタティック NAT を示し
ています。
この 2 つのインターフェイスにスタティック NAT を設定するための手順は、次のとおりです。DMZ
上のネットワーク 10.1.1.0/24 は変換されません。
ステップ 1

内部から DMZ にアクセスするときに、内部の 192.168.100.0/24 を 10.1.2.0/24 に変換するため、次の
コマンドを入力します。
hostname(config)# static (inside,dmz) 10.1.2.0 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0

ステップ 2

DMZ から内部にアクセスするときに、DMZ のネットワーク 192.168.100.0/24 を 10.1.3.0/24 に変換す
るため、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (dmz,inside) 10.1.3.0 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0

ステップ 3

FWSM が DMZ ネットワークへのトラフィックを正しくルーティングできるように、次のスタティッ
ク ルートを設定します。
hostname(config)# route dmz 192.168.100.128 255.255.255.128 10.1.1.2 1
hostname(config)# route dmz 192.168.100.0 255.255.255.128 10.1.1.2 1

FWSM にはすでに、内部ネットワーク用に接続されたルートがあります。FWSM はこれらのスタ
ティック ルートを使用して、ネットワーク 192.168.100.0/24 宛てのトラフィックを DMZ インター
フェイスから 10.1.1.2 のゲートウェイ ルータに送信します （接続されたルートとまったく同じネット
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ワークを指定してスタティック ルートを作成することはできないので、ネットワークを 2 つに分割す
る必要があります）。または、DMZ トラフィックにデフォルト ルートなど、より一般的なルートを使
用することもできます。

DMZ ネットワーク上のホスト 192.168.100.2 が内部ネットワーク上のホスト 192.168.100.2 への接続
を開始しようとすると、次のイベントが発生します。
1. DMZ ホスト 192.168.100.2 が IP アドレス 10.1.2.2 にパケットを送信します。
2. FWSM がこのパケットを受信すると、FWSM で送信元アドレスが 192.168.100.2 から 10.1.3.2 に
変換されます。

3. その後、FWSM で宛先アドレスが 10.1.2.2 から 192.168.100.2 に変換されたあとで、パケットが
転送されます。

ポートのリダイレクション
図 16-28 に、ポートのリダイレクション機能が役立つ一般的なネットワーク例を示します。
図 16-28

スタティック PAT を使用するポートのリダイレクション
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ここで説明するコンフィギュレーションでは、外部ネットワーク上のホストに対してポート リダイレ
クションが次のように実行されます。

• IP アドレス 209.165.201.5 に対する Telnet 要求は、10.1.1.6 にリダイレクトされます。
• IP アドレス 209.165.201.5 に対する FTP 要求は、10.1.1.3 にリダイレクトされます。
• FWSM の外部 IP アドレス 209.165.201.25 に対する HTTP 要求は、10.1.1.5 にリダイレクトされ
ます。

• PAT アドレス 209.165.201.15 に対する HTTP ポート 8080 要求は、10.1.1.7 のポート 80 にリダイ
レクトされます。
この実装を行うための設定手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

内部ネットワークに PAT を設定するため、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.15

ステップ 2

209.165.201.5 への Telnet 要求を 10.1.1.6 にリダイレクトするため、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 209.165.201.5 telnet 10.1.1.6 telnet netmask
255.255.255.255

ステップ 3

IP アドレス 209.165.201.5 への FTP 要求を 10.1.1.3 にリダイレクトするため、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 209.165.201.5 ftp 10.1.1.3 ftp netmask
255.255.255.255

ステップ 4

次のコマンドを入力して、FWSM 外部インターフェイス アドレスに対する HTTP 要求を 10.1.1.5 にリ
ダイレクトします。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp interface www 10.1.1.5 www netmask
255.255.255.255

ステップ 5

PAT アドレス 209.165.201.15 へのポート 8080 の HTTP 要求を 10.1.1.7 にリダイレクトするため、次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 209.165.201.15 8080 10.1.1.7 www netmask
255.255.255.255
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ネットワーク アクセスへの AAA の適用
この章では、ネットワーク アクセスに対して AAA（「トリプル エー」と発音）をイネーブルにする方
法について説明します。
管理アクセスの AAA については、「システム管理者用の AAA」（P.23-10）を参照してください。
この章では、次の内容について説明します。

• 「AAA パフォーマンス」（P.17-1）
• 「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.17-1）
• 「ネットワーク アクセス認証の設定」（P.17-9）
• 「ネットワーク アクセスのアカウンティングの設定」（P.17-13）
• 「MAC アドレスによるトラフィックの認証と認可の免除」（P.17-14）

AAA パフォーマンス
FWSM は「カットスルー プロキシ」を使用します。これにより、従来のプロキシ サーバと比較して、
パフォーマンスが大幅に向上します。従来のプロキシ サーバは、OSI モデルのアプリケーション層で
すべてのパケットを分析するため、プロキシ サーバのパフォーマンスに負担がかかります。FWSM の
カットスルー プロキシは、最初にアプリケーション層でユーザを照合したあと、標準の Remote
Authentication Dial-In User Service（RADIUS）、Terminal Access Controller Access Control System
Plus（TACACS+）、またはローカル データベースを使用して認証を行います。FWSM はユーザを認証
した後、セッション フローをシフトするため、セッション ステート情報を維持したまま、すべてのト
ラフィックが送信元と宛先の間で直接かつ迅速に流れます。

ネットワーク アクセス認証の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「認証の概要」（P.17-2）
• 「ネットワーク アクセス認証のイネーブル化」（P.17-3）
• 「カスタム ログイン プロンプトの設定」（P.17-5）
• 「Web クライアントのセキュアな認証のイネーブル化」（P.17-6）
• 「プロトコル単位の認証照合のディセーブル化」（P.17-8）
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認証の概要
FWSM では、AAA サーバを使用するネットワーク アクセス認証を設定できます。ここでは、次の内
容について説明します。

• 「One-Time 認証」（P.17-2）
• 「認証チャレンジの受信に必要なアプリケーション」（P.17-2）
• 「スタティック PAT と HTTP」（P.17-3）
• 「FWSM での直接認証」（P.17-3）

One-Time 認証
所定の IP アドレスを持つユーザは、認証セッションの期限が切れるまで、すべてのルールおよびタイ
プについて認証を 1 回受けるだけで済みます。（タイムアウトの値については、『Catalyst 6500 Series
Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』で timeout uauth
コマンドを参照してください）。たとえば、Telnet および FTP を認証するように FWSM が設定されて
いて、ユーザが正常に Telnet 認証を受けた場合、認証セッションが継続している限り、ユーザは FTP
認証を受ける必要はありません。

HTTP 認証または HTTPS 認証では、timeout uauth コマンドが非常に小さな値に設定されている場合
でも、一度認証されたユーザの再認証が必要になることはありません。これは、ブラウザが
「Basic=Uuhjksdkfhk==」ストリングをキャッシュして、当該サイトへの後続の接続すべてに使用する
ためです。このストリングがクリアされるのは、ユーザが Web ブラウザのインスタンスをすべて終了
し、再起動したときだけです。キャッシュをフラッシュしても意味がありません。

認証チャレンジの受信に必要なアプリケーション
どのプロトコルまたはサービスへのネットワーク アクセスについても認証を課すように FWSM を設定
することはできますが、ユーザは、HTTP 、HTTPS、Telnet、または FTP のいずれかで認証を直接受
けるだけで済みます。ユーザがこれらのサービスのいずれかで認証されると、FWSM は認証を必要と
する別のトラフィックも許可します。

FWSM が AAA 用にサポートしている認証ポートは固定値です。
• FTP の場合はポート 21
• Telnet の場合はポート 23
• HTTP の場合はポート 80
• HTTPS の場合はポート 443

FWSM 認証プロンプト
Telnet および FTP では、FWSM が認証プロンプトを生成します。正しく認証されると、FWSM に
よって元の宛先にリダイレクトされます。宛先サーバに独自の認証が設定されている場合には、別の
ユーザ名とパスワードを入力することになります。

HTTP の場合、ブラウザに備わっている基本 HTTP 認証を使用してログインします。HTTPS の場合、
FWSM によってカスタム ログイン ウィンドウが生成されます。
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（注）

aaa authentication secure-http-client コマンドを使用しないまま HTTP 認証を使用すると、ユーザ名
とパスワードはクリア テキストでクライアントから FWSM に送信されます。HTTP 認証をイネーブル
にする場合は、必ず aaa authentication secure-http-client コマンドを使用することを推奨します。
aaa authentication secure-http-client コマンドの詳細については、「Web クライアントのセキュアな
認証のイネーブル化」（P.17-6）を参照してください。
FTP では、ユーザが FWSM のユーザ名に続けてアットマーク（@）を入力し、次に FTP ユーザ名を
入力する（name1@name2）オプションがあります。パスワードを入力するとき、ユーザは FWSM の
パスワードに続けてアットマーク（@）を入力し、次に FTP パスワードを入力します
（password1@password2）。たとえば、次のテキストを入力します。
name> user1@user2
password> letmein@he110

この機能が役立つのは、複数のログインが必要になる、カスケードされたファイアウォールがある場合
です。複数の名前とパスワードを区切るには、複数のアット マーク（@）を使用します。

スタティック PAT と HTTP
HTTP 認証では、スタティック PAT が設定されている場合、FWSM は実際のポートをチェックしま
す。実際のポート 80 宛てのトラフィックを検出した場合、マッピング ポートが何番であるかにかかわ
らず、FWSM はその HTTP 接続を代行受信し、認証を強制します。
たとえば、外部 TCP ポート 889 が次のようにポート 80（www）に変換されていて、関係するすべて
のアクセス リストでこのトラフィックが許可されているとします。
static (inside,outside) tcp 10.48.66.155 889 192.168.123.10 www netmask 255.255.255.255

この場合、ユーザが 10.48.66.155 にポート 889 でアクセスしようとすると、FWSM がトラフィックを
代行受信して HTTP 認証を強制します。FWSM が HTTP 接続を完了する前に、ユーザの Web ブラウ
ザに HTTP 認証ページが表示されます。
次の例のように、ローカル ポートがポート 80 以外になっているとします。
static (inside,outside) tcp 10.48.66.155 889 192.168.123.10 111 netmask 255.255.255.255

この場合、ユーザには認証ページが表示されません。代わりに、FWSM は Web ブラウザにエラー
メッセージを送信して、要求されたサービスを使用する前にユーザが認証を受ける必要があることを通
知します。

FWSM での直接認証
FWSM を経由する HTTP(S)、Telnet、または FTP を許可せずに、他のタイプのトラフィックを認証す
る場合には、仮想 Telnet、仮想 SSH、または仮想 HTTP を設定できます。この場合、ユーザが FWSM
上に設定された特定の IP アドレスに Telnet、SSH、または HTTP を使用して接続すると、FWSM にプ
ロンプトが表示されます。virtual telnet、virtual ssh、または virtual http コマンドの詳細について
は、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command
Reference』を参照してください。

ネットワーク アクセス認証のイネーブル化
ネットワーク アクセス認証をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

aaa-server コマンドを使用して、AAA サーバを指定します。すでに AAA サーバを指定してある場合
は、次の手順に進みます。
AAA サーバの指定方法の詳細については、「AAA サーバ グループおよびサーバの識別」（P.11-9）を
参照してください。

ステップ 2

access-list コマンドを使用して、認証するトラフィックの送信元アドレスと宛先アドレスを指定するア
クセス リストを作成します。手順については、「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照してく
ださい。
許可 ACE は、一致したトラフィックを認証するようにマークします。一方、拒否エントリは、一致し
たトラフィックを認証から除外します。アクセス リストには HTTP(S)、Telnet、または FTP のいずれ
かの宛先ポートを必ず指定してください。ユーザは、FWSM 経由の他のサービスの許可を得る前に、
これらのサービスのいずれかで認証される必要があるからです。

ステップ 3

認証を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa authentication match acl_name interface_name server_group

acl_name は ステップ 2 で作成したアクセス リストの名前です。interface_name は nameif コマンドで
指定されたインターフェイスの名前です。server_group は ステップ 1 で作成した AAA サーバ グルー
プです。

（注）

ステップ 4

もう 1 つの方法として、aaa authentication include コマンド（コマンド内でトラフィックを
指定するコマンド）を使用することもできます。ただし、同一コンフィギュレーション内で両
方の方法を使用することはできません。詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and
Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

（任意）ネットワーク アクセス認証にローカル データベースを使用していて、FWSM がいずれのユー
ザ アカウントに対しても、連続して失敗できるログイン試行回数を制限する場合、aaa local
authentication attempts max-fail コマンドを使用します。次に例を示します。
hostname(config)# aaa local authentication attempts max-fail 7

ヒント

ステップ 5

特定のユーザまたはすべてのユーザのロックアウト ステータスを解除するには、clear aaa local user
lockout コマンドを使用します。
（任意）ユーザ認証がタイムアウトになるか、clear uauth コマンドを使用して認証セッションをクリア
した場合、次のコマンドを入力して、アクティブなすべての接続を即座に強制終了できます。
hostname(config)# aaa authentication clear-conn interface_name source_ip source_mask

このコマンドを使用しないと、ユーザ認証セッションがタイムアウトになっても、アクティブな接続は
終了しません。

たとえば、次のコマンドは、すべての内部 HTTP トラフィックおよび SMTP トラフィックを認証しま
す。
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound (inside) host 10.1.1.1
hostname(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)# access-list MAIL_AUTH extended permit tcp any any eq smtp
hostname(config)# access-list MAIL_AUTH extended permit tcp any any eq www
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hostname(config)# aaa authentication match MAIL_AUTH inside AuthOutbound

次のコマンドは、外部インターフェイスから特定のサーバ（209.165.201.5）への Telnet トラフィック
を認証します。
hostname(config)# aaa-server AuthInbound protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthInbound (inside) host 10.1.1.1
hostname(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)# access-list TELNET_AUTH extended permit tcp any host 209.165.201.5 eq
telnet
hostname(config)# aaa authentication match TELNET_AUTH outside AuthInbound

カスタム ログイン プロンプトの設定
デフォルトでは、FWSM でのユーザの認証時には、次のプロンプトが表示されます。

• HTTP の場合：HTTP 認証
• FTP の場合：FTP 認証
• Telnet の場合：プロンプトなし
ログイン プロンプトをカスタマイズして、ユーザが許可または拒否されたときにもプロンプトを表示
できます。Windows Active Directory サーバと通信する RADIUS サーバを使用している場合、無効な
証明書（ユーザ名またはパスワードが正しくない）またはパスワードの有効期限切れが原因でユーザが
拒否されたときに拒否プロンプトを表示するようにカスタマイズできます。パスワードの有効期限が切
れている場合、ユーザは新しいパスワードの入力を求められます。

（注）

ログイン プロンプトをカスタマイズすると、FWSM でユーザ パスワード用に MSCHAPv2 が使用され
るようになります。この機能をイネーブルにする前に、RADIUS サーバとバックエンド データベース
に MSCHAPv2 との互換性があることを確認してください。
ログイン プロンプトをカスタマイズする手順は、次のとおりです。

ステップ 1

ログイン プロンプトをカスタマイズするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# auth-prompt prompt text

text には、最大 235 文字の英数字文字列または最大 31 単語を使用できます。最初に到達した方の制限
が適用されます。特殊文字、スペース、および句読点を使用できます。疑問符を入力するか、または
Enter キーを押すと、ストリングが終了します。（疑問符はストリングに含まれます）。
ステップ 2

ユーザが許可されたときにテキストを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# auth-prompt accept text

ステップ 3

ユーザが拒否されたときにテキストを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# auth-prompt reject text

invalid-credentials または reject expired-pwd キーワードを指定せずに reject キーワードを入力する
と、無効な証明書またはパスワードの有効期限切れが原因でないすべての拒否に対して、この汎用プロ
ンプトが表示されます。無効な証明書またはパスワードの有効期限切れが原因の拒否に対しては、
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invalid-credentials または reject expired-pwd キーワードに設定したプロンプトが表示されます。無
効な証明書またはパスワードの有効期限切れに対してプロンプトを設定しなかった場合、すべての状況
で汎用の拒否プロンプトが表示されます。
ステップ 4

無効な証明書が原因でユーザが拒否されたときにテキストを表示するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# auth-prompt reject invalid-credentials text

ステップ 5

パスワードの有効期限切れが原因でユーザが拒否されたときにテキストを表示するには、次のコマンド
を入力します。
hostname(config)# auth-prompt reject expired-pwd text

このプロンプトは、RADIUS サーバでユーザ名およびパスワード用に Windows Active Directory サー
バを使用している場合にだけ使用されます。ユーザに新しいパスワードの入力を求めるには、
expired-pwd キーワードを使用してプロンプトを設定する必要があります。

次に、認証プロンプトを「Please enter your username and password」というストリングに設定する例
を示します。
hostname(config)# auth-prompt prompt Please enter your username and password

このストリングがコンフィギュレーションに追加されると、ユーザには次のように表示されます。
Please enter your username and password
User Name:
Password:

また、FWSM で認証試行が許可または拒否されたときにそれぞれ表示するメッセージを指定すること
もできます。次に例を示します。
hostname(config)# auth-prompt reject Authentication failed. Try again.
hostname(config)# auth-prompt accept Authentication succeeded.

無効な証明書、パスワードの有効期限切れ、および不明な拒否理由に関する拒否メッセージを設定する
には、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# auth-prompt reject Authentication failed. Try again.
hostname(config)# auth-prompt reject invalid-credentials Incorrect username or password
hostname(config)# auth-prompt reject expired-pwd Your password is expired. Reset your
password and try again.

Web クライアントのセキュアな認証のイネーブル化
FWSM は、安全に HTTP 認証を行う方法を提供します。HTTP 認証を保護しないと、FWSM に提供さ
れたユーザ名とパスワードは宛先 Web サーバに転送されます。aaa authentication secure-http-client
コマンドを使用すると、Web クライアントおよび HTTPS 設定を適用した FWSM の間でユーザ名とパ
スワードを交換できます。HTTPS により伝送が暗号化され、ユーザ名とパスワードが HTTP によって
外部 Web サーバに転送されるのを回避します。
この機能をイネーブルにした場合、認証を必要とする Web ページにユーザがアクセスすると、図 17-1
に示す [Authentication Proxy Login] ページが FWSM によって表示されます。
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図 17-1

（注）

認証プロキシの HTML ログイン ページ

この画面に表示されている Cisco Systems のテキスト フィールドは、auth-prompt コマンドを使用し
て変更できます。「カスタム ログイン プロンプトの設定」（P.17-5）を参照してください。
有効なユーザ名とパスワードを入力すると、[Authentication Successful]（認証成功）ページが表示さ
れ、自動的に終了します。ユーザ名とパスワードが無効の場合には、[Authentication Failed]（認証失
敗）ページが表示されます。
セキュアな Web クライアント認証では、次の制限事項があります。

• 最大 128 の同時 HTTPS 認証セッションがサポートされます。最大 128 の HTTPS 認証プロセスが
実行されている場合、認証を必要とする新しい接続は失敗します。

• uauth timeout 0 が設定されると（uauth timeout が 0 に設定される）、HTTPS 認証は機能しない
場合があります。HTTPS 認証後にブラウザによって複数の TCP 接続が開始されて Web ページが
ロードされると、最初の接続は通過を許可されますが、後続の接続では認証がトリガーされます。
その結果、正しいユーザ名とパスワードを毎回入力しても、認証ページが繰り返しユーザに表示さ
れます。この状況を回避するには、timeout uauth 0:0:1 コマンドで uauth timeout を 1 秒に設定
します。ただし、この回避策では、同じ送信元 IP アドレスからアクセスした認証されていない
ユーザがファイアウォールを通過できる期間が 1 秒間発生します。

• HTTPS 認証は SSL ポート 443 で行われるため、HTTP クライアントから HTTP サーバ ポート
443 へのトラフィックをブロックするように、access-list コマンド ステートメントを設定しないで
ください。また、ポート 80 での Web トラフィックに対してスタティック PAT を設定する場合は、
SSL ポートに対してもスタティック PAT を設定する必要があります。次の例では、1 行目で Web
トラフィックに対してスタティック PAT を設定しているため、2 行目を追加して、HTTPS 認証コ
ンフィギュレーションをサポートする必要があります。
static (inside,outside) tcp 10.132.16.200 www 10.130.16.10 www
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static (inside,outside) tcp 10.132.16.200 443 10.130.16.10 443

• aaa authentication secure-http-client が設定されていない場合、HTTP ユーザには、ブラウザが
生成するポップアップ ウィンドウが表示されます。aaa authentication secure-http-client が設定
されている場合、ブラウザのフォームがロードされると、ユーザ名とパスワードが収集されます。
また、ユーザの入力したパスワードが誤っていると、ユーザは再入力を求められます。Web サー
バと認証サーバがそれぞれ別のホスト上にある場合、正常な認証処理を実行するには virtual http
コマンドを使用します。

Web クライアントのセキュアな認証をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

HTTP 認証をイネーブルにします。認証のイネーブル化の詳細については、「ネットワーク アクセス認
証のイネーブル化」（P.17-3）を参照してください。

ステップ 2

Web クライアントのセキュアな認証をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
aaa authentication secure-http-client

（注）

aaa authentication secure-http-client コマンドの使用は、HTTP 認証のイネーブル化に依存しません。
あとで HTTP 認証をイネーブルにしたときに、セキュア Web クライアント認証によってユーザ名とパ
スワードが保護されているようにするには、HTTP 認証をイネーブルにする前にこのコマンドを入力し
ます。

プロトコル単位の認証照合のディセーブル化
FWSM がユーザに対し、ユーザ名とパスワードの照合を行うかどうかを設定できます。デフォルトで
は、AAA ルールが新しいセッションでトラフィックの認証を強化し、トラフィックのプロトコルが
FTP、Telnet、HTTP、または HTTPS である場合、FWSM はユーザに指示を出します。場合によって
は、次のコマンドを使用して、1 つまたは複数のプロトコルの認証照合をディセーブルにすることがあ
ります。
hostname(config)# aaa authentication protocol challenge disable

たとえば、FTP を使用して新しい接続のためのユーザ名とパスワードの照合をディセーブルにするに
は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa authentication ftp challenge disable

特定のプロトコルの認証チャレンジをディセーブルにすると、そのプロトコルを使用しているトラ
フィックは、以前に認証されたセッションに属している場合にだけ、許可されます。この認証は、認証
チャレンジがイネーブルのままになっているプロトコルを使用するトラフィックによって完了できま
す。たとえば、FTP の認証照合をディセーブルにすると、トラフィックが許可ルールに指定されてい
る場合、FWSM は FTP を使用する新しいセッションを拒否します。認証チャレンジがイネーブルに
なっているプロトコル（HTTP など）を使用してユーザがセッションを確立した場合、FTP トラ
フィックは許可されます。
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ネットワーク アクセス認証の設定
ユーザが所定の接続のための認証を受けると、FWSM は認可を使用して、ユーザからのトラフィック
をさらに制御できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「TACACS+ 認可の設定」（P.17-9）
• 「RADIUS 認可の設定」（P.17-10）

TACACS+ 認可の設定
FWSM では、TACACS+ を使用してネットワーク アクセス認可を実行するように設定できます。
ユーザが認証されると、FWSM は認可ルールをチェックして、一致するトラフィックがあるかどうか
を調べます。トラフィックが認可ステートメントに一致した場合、FWSM はユーザ名を TACACS+
サーバに送信します。TACACS+ サーバは、ユーザ プロファイルに基づいて、必要な情報を FWSM に
戻します。この情報は、FWSM でそのトラフィックのユーザ指定のダイナミック アクセス リストとし
て扱われます。

（注）

access-group コマンドを使用してアクセス リストをインターフェイスに適用した場合、
per-user-override キーワードがダイナミック アクセス リストによる許可に与える、次の影響について
注意してください。

• per-user-override キーワードを使用しない場合、ユーザ セッションのトラフィックは、インター
フェイス アクセス リストとダイナミック アクセス リストの両方によって許可される必要がありま
す。

• per-user-override キーワードを使用する場合、ダイナミック アクセス リストが許可の内容を判別
します。
詳細については、
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module
Command Reference』の access-group コマンドの項を参照してください。

認証ステートメントと認可ステートメントは互いに独立しています。ただし、認証されていないトラ
フィックは、認可ステートメントに一致した場合でも拒否されます。ユーザが認可を受けるには、まず
FWSM に認証される必要があります。

（注）

認証と許可で扱うトラフィックは同じものを使用することを推奨します。許可ステートメントを認証ス
テートメントより制限的にすると、FWSM でのダイナミック アクセス リストの使用方法に起因して、
一部の接続が予期せず拒否されます。ユーザが最初に認証されたときに、その接続が認証ステートメン
トとは一致し、許可ステートメントとは一致しなかった場合、（uauth セッションが存在しているかぎ
り）許可ステートメントと一致するそれ以降の接続は拒否されます。逆に、最初の接続が許可ステート
メントと一致した場合、認証ステートメントとは一致し、許可ステートメントとは一致しないそれ以降
の接続は拒否されます。したがって、認証と許可の設定は同一にする必要があります。
ユーザに対してネットワーク アクセス認可を設定する方法については、TACACS+ サーバのマニュア
ルを参照してください。

TACACS+ 認可を設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

認証をイネーブルにします。詳細については、「ネットワーク アクセス認証のイネーブル化」（P.17-3）
を参照してください。 すでに認証をイネーブルにしてある場合は、次の手順に進みます。

ステップ 2

認可をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa authorization match acl_name interface_name server_group

acl_name は認証用に作成したアクセス リストの名前です。interface_name は nameif コマンドで指定
されたインターフェイスの名前、またはデフォルトのインターフェイスの名前です。server_group は
認証をイネーブルにしたときに作成した AAA サーバ グループです。

次のコマンドは、内部 Telnet トラフィックを認証し、認可します。
hostname(config)# access-list TELNET_AUTH extended permit tcp any any eq telnet
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound (inside) host 10.1.1.1
hostname(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)# aaa authentication match TELNET_AUTH inside AuthOutbound
hostname(config)# aaa authorization match TELNET_AUTH inside AuthOutbound

RADIUS 認可の設定
認証が成功すると、RADIUS プロトコルは、RADIUS サーバによって送信されたアクセス許可パケッ
トにユーザ許可を戻します。認証の設定の詳細については、「ネットワーク アクセス認証の設定」
（P.17-1）を参照してください。
ネットワーク アクセスについてユーザを認証するように FWSM を設定すると、RADIUS 認可も暗黙
的にイネーブルになっています。したがって、この項では、FWSM 上の RADIUS 認可の設定について
は取り上げません。FWSM が RADIUS サーバから受信したユーザ指定のダイナミック アクセス リス
ト情報を処理する方法について説明します。
アクセス リストを FWSM にダウンロードするように RADIUS サーバを設定できます。または、認証
時にアクセス リスト名をダウンロードするようにも設定できます。ユーザが実行できるのは、ダイナ
ミック アクセス リストで許可された内容だけです。

（注）

access-group コマンドを使用してアクセス リストをインターフェイスに適用した場合、
per-user-override キーワードがダイナミック アクセス リストによる許可に与える、次の影響について
注意してください。

• per-user-override キーワードを使用しない場合、ユーザ セッションのトラフィックは、インター
フェイス アクセス リストとダイナミック アクセス リストの両方によって許可される必要がありま
す。

• per-user-override キーワードを使用する場合、ダイナミック アクセス リストが許可の内容を判別
します。
詳細については、
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module
Command Reference』の access-group コマンドの項を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「RADIUS サーバからユーザごとの ACL をダウンロードする設定」（P.17-11）
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• 「ユーザごとのアクセス コントロール リスト名をダウンロードするための RADIUS サーバの設定」
（P.17-13）

RADIUS サーバからユーザごとの ACL をダウンロードする設定
この項では、Cisco Secure Access Control Server（ACS）およびサードパーティ RADIUS サーバを設
定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「ダウンロード可能なアクセス リストに関する Cisco Secure ACS の設定」（P.17-11）
• 「ダウンロード可能なアクセス リストに関する任意の RADIUS サーバの設定」（P.17-12）
ダウンロード可能なアクセス リストに関する Cisco Secure ACS の設定

Cisco Secure ACS 上のダウンロード可能なアクセス リストを共有プロファイル コンポーネントとして
設定し、そのアクセス リストをグループまたは個々のユーザに割り当てることができます。
アクセス リストの定義には、拡張 access-list コマンドと同様の 1 つまたは複数の FWSM コマンドを設
定します。ただし、次のプレフィクスは不要です。
access-list acl_name extended

次に、Cisco Secure ACS バージョン 3.3 でダウンロード可能なアクセス リストの例を示します。
+--------------------------------------------+
| Shared profile Components
|
|
|
|
Downloadable IP ACLs Content
|
|
|
| Name:
acs_ten_acl
|
|
|
|
ACL Definitions
|
|
|
| permit tcp any host 10.0.0.254
|
| permit udp any host 10.0.0.254
|
| permit icmp any host 10.0.0.254
|
| permit tcp any host 10.0.0.253
|
| permit udp any host 10.0.0.253
|
| permit icmp any host 10.0.0.253
|
| permit tcp any host 10.0.0.252
|
| permit udp any host 10.0.0.252
|
| permit icmp any host 10.0.0.252
|
| permit ip any any
|
+--------------------------------------------+

ダウンロード可能なアクセス リストを作成する方法、およびそれらをユーザと関連付ける方法の詳細
については、ご使用のバージョンの Cisco Secure ACS のガイドを参照してください。

FWSM 上では、ダウンロードされたアクセス リストの名前は次のようになります。
#ACSACL#-ip-acl_name-number

acl_name 引数は Cisco Secure ACS で定義された名前（上記の例では acs_ten_acl）、number は Cisco
Secure ACS が生成した固有のバージョン ID です。
FWSM 上にダウンロードされたアクセス リストは、次の行で構成されます。
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list

#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7

permit
permit
permit
permit
permit
permit

tcp any host 10.0.0.254
udp any host 10.0.0.254
icmp any host 10.0.0.254
tcp any host 10.0.0.253
udp any host 10.0.0.253
icmp any host 10.0.0.253
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access-list
access-list
access-list
access-list

#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7
#ACSACL#-ip-xxx-acs_ten_acl-3b5385f7

permit
permit
permit
permit

tcp any host 10.0.0.252
udp any host 10.0.0.252
icmp any host 10.0.0.252
ip any any

ダウンロード可能なアクセス リストに関する任意の RADIUS サーバの設定

Cisco IOS RADIUS VSA をサポートする RADIUS サーバを、Cisco IOS RADIUS cisco-av-pair VSA
（VSA 番号 1）の FWSM にダイナミック アクセス リストを送信するよう設定します。Cisco IOS
RADIUS VSA は、RADIUS ベンダー ID 9 で識別されます。
cisco-av-pair VSA では、access-list extended コマンドと同様の 1 つまたは複数の ACE を設定してく
ださい。ただし、次のコマンド プレフィクスは、
access-list acl_name extended

次のテキストに置き換えます。
ip:inacl#nnn=

nnn 引数は、0 ～ 999999999 の番号で、FWSM 上に設定するコマンド文の順序を指定します。このパ
ラメータを省略すると、順番は 0 となり、cisco-av-pair RADIUS VSA 内部の ACE の順序が使用され
ます。
RADIUS サーバ上の cisco-av-pair VSA に対して設定されている必要のあるアクセス リスト定義の例
を次に示します。
ip:inacl#1=permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
ip:inacl#99=deny tcp any any
ip:inacl#2=permit udp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
ip:inacl#100=deny udp any any
ip:inacl#3=permit icmp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0

cisco-av-pair 属性で送信されるアクセス リストをユーザごとに固有にする方法については、ご使用の
RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。
FWSM 上では、ダウンロードされたアクセス リストの名前は次のようになります。
AAA-user-username

username 引数は、認証を受けるユーザの名前です。
FWSM 上にダウンロードされたアクセス リストは、次の行で構成されます。RADIUS サーバ上で指定
された番号に基づいた順序になっています。
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list

AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08
AAA-user-bcham34-79AD4A08

permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
permit udp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
permit icmp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
deny tcp any any
deny udp any any

ダウンロードされたアクセス リストの「access-list」という単語と名前の間には、2 個のスペースがあ
ります。これらのスペースにより、ダウンロードされたアクセス リストとローカルのアクセス リスト
が区別されます。この例では、「79AD4A08」は FWSM が作成したハッシュ値で、RADIUS サーバ上
でアクセス リスト定義がいつ変更されたかを判別するために役立ちます。
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ユーザごとのアクセス コントロール リスト名をダウンロードするための RADIUS サーバの設
定
ユーザ認証時に、FWSM で作成済みのアクセス リストの名前を RADIUS サーバからダウンロードす
るには、IETF RADIUS filter-id 属性（属性番号 11）を次のように設定します。
filter-id=acl_name

（注）

Cisco Secure ACS では、filter-id 属性の値は、HTML インターフェイスのボックスで、filter-id= を省
略し、acl_name だけを入力して指定します。
filter-id 属性の値をユーザごとに固有にする方法については、ご使用の RADIUS サーバのマニュアル
を参照してください。
FWSM でのアクセス リストの作成手順については、「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照し
てください。

ネットワーク アクセスのアカウンティングの設定
FWSM は、FWSM を通過するすべての TCP または UDP トラフィックについてのアカウンティング情
報を、RADIUS または TACACS+ サーバに送信できます。そのトラフィックが認証済みの場合、AAA
サーバはユーザ名によってアカウンティング情報を保持できます。このトラフィックが認証されていな
い場合、AAA サーバは、IP アドレスでアカウンティング情報を保守できます。アカウンティング情報
には、セッションの開始時刻と終了時刻、ユーザ名、FWSM を通過するセッションのバイト数、使用
されたサービス、および各セッションの継続時間などの情報が含まれます。
アカウンティングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ユーザごとのアカウンティング データを提供するように FWSM を設定する場合は、認証をイネーブル
（P.17-3）を参
にする必要があります。詳細については、
「ネットワーク アクセス認証のイネーブル化」
照してください。IP アドレスごとのアカウンティング データを提供するように FWSM を設定する場合
は、認証をイネーブルにする必要はありません。次のステップに進みます。

ステップ 2

access-list コマンドを使用して、アカウンティング対象のトラフィックの送信元アドレスと宛先アドレ
スを指定するアクセス リストを作成します。手順については、「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）
を参照してください。
許可 ACE によって、一致するトラフィックが認可にマーク付けされる一方で、拒否エントリによって
一致するトラフィックが認可から除外されます。

（注）

ステップ 3

認証が設定済みで、なおかつ認証されたすべてのトラフィックのアカウンティング データが必
要な場合、aaa authentication match コマンドで使用するために作成したアクセス リストと同
じアクセス リストを使用できます。

アカウンティングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa accounting match acl_name interface_name server_group
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（注）

もう 1 つの方法として、aaa accounting include コマンド（コマンド内でトラフィックを指定
するコマンド）を使用することもできます。ただし、同一コンフィギュレーション内で両方の
方法を使用することはできません。詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco
7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

次のコマンドは、内部 Telnet トラフィックを認証、認可、アカウンティングします。209.165.201.5 以
外のサーバに向かう Telnet トラフィックは認証だけを受けますが、209.165.201.5 に向かうトラフィッ
クには認可およびアカウンティングが必要です。
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# aaa-server AuthOutbound (inside) host 10.1.1.1
hostname(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)# access-list TELNET_AUTH extended permit tcp any any eq telnet
hostname(config)# access-list SERVER_AUTH extended permit tcp any host 209.165.201.5 eq
telnet
hostname(config)# aaa authentication match TELNET_AUTH inside AuthOutbound
hostname(config)# aaa authorization match SERVER_AUTH inside AuthOutbound
hostname(config)# aaa accounting match SERVER_AUTH inside AuthOutbound

MAC アドレスによるトラフィックの認証と認可の免除
FWSM では、特定の MAC アドレスからのトラフィックを認証または許可の対象から除外できます。
この機能は、認証プロンプトに応答できない IP 電話などのデバイスを免除する場合に特に便利です。
（注）

この機能では、through-the-box 接続の MAC アドレスのリストだけが除外されます。Telnet から
FWSM への接続などについては、デバイスの MAC アドレスが指定されていても、認証または許可は
除外されません。
除外対象の MAC アドレスを識別する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

MAC リストを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mac-list id {deny | permit} mac macmask

id 引数は、MAC リストに割り当てる 16 進数です。
MAC アドレスを除外するには、permit キーワードを使用します。MAC アドレスを認証および許可の
対象にするには、deny キーワードを使用します。
MAC アドレスのセットをグループ化するには、mac-list コマンドを同じ ID 値で必要な回数だけ入力
します。AAA 免除に使用できる MAC リストは 1 つだけなので、MAC リストには免除するすべての
MAC アドレスを含めてください。複数の MAC アドレス リストを作成できますが、使用できるのは一
度に 1 つだけです。
パケットが最適に一致するエントリではなく最初に一致するエントリを使用するため、エントリの順序
が重要になります。 permit エントリを指定している場合に、その permit エントリで許可されるアドレ
スを拒否するには、その permit エントリの前に deny エントリを入力します。

mac 引数には、12 桁の 16 進数の形式（nnnn.nnnn.nnnn）で送信元の MAC アドレスを指定します。
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macmask 引数には、照合に使用される MAC アドレスの一部を指定します。たとえば、ffff.ffff.ffff は
MAC アドレスと正確に照合されます。ffff.ffff.0000 は、最初の 8 桁とのみ照合されます。
ステップ 2

特定の MAC リストで指定されている MAC アドレスのトラフィックに対して免除するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config)# aaa mac-exempt match id

id は、認証および認可を免除するトラフィックの MAC アドレスが含まれている MAC リストを指定す
る文字列です。aaa mac-exempt コマンドのインスタンスを 1 つだけ入力できます。

次に、1 つの MAC アドレスについての認証をバイパスする例を示します。
hostname(config)# mac-list abc permit 00a0.c95d.0282 ffff.ffff.ffff
hostname(config)# aaa mac-exempt match abc

次のエントリでは、ハードウェア ID が 0003.E3 であるすべての Cisco IP Phone について、認証をバイ
パスします。
hostname(config)# mac-list acd permit 0003.E300.0000 FFFF.FF00.0000
hostname(config)# aaa mac-exempt match acd

次に、00a0.c95d.02b2 を除き、MAC アドレス グループの認証をバイパスする例を示します。
00a0.c95d.02b2 は permit ステートメントにも一致するため、permit ステートメントの前に deny ス
テートメントを入力してください。そうしないと、deny ステートメントが照合されなくなります。
hostname(config)# mac-list 1 deny 00a0.c95d.0282 ffff.ffff.ffff
hostname(config)# mac-list 1 permit 00a0.c95d.0000 ffff.ffff.0000
hostname(config)# aaa mac-exempt match 1
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フィルタリング サービスの適用
この章では、Web トラフィックをフィルタリングして、セキュリティ リスクを低減し、不適切な使用
を回避する方法について説明します。この章では、次の内容について説明します。

• 「フィルタリングの概要」（P.18-1）
• 「ActiveX オブジェクトのフィルタリング」（P.18-2）
• 「Java アプレットのフィルタリング」（P.18-3）
• 「外部サーバによる URL および FTP 要求のフィルタリング」（P.18-4）
• 「フィルタリング統計情報とフィルタリング設定の表示」（P.18-10）

フィルタリングの概要
ここでは、フィルタリングが FWSM を通過するトラフィックをより制御できる方法について説明しま
す。フィルタリングは次の 2 つの方法に使用できます。

• ActiveX オブジェクトまたは Java アプレットのフィルタリング
• 外部フィルタリング サーバを使用した URL のフィルタリング
アクセスを全面的にブロックする代わりに、ActiveX オブジェクトや Java アプレットなど、特定の状
況でセキュリティ上の脅威をもたらす可能性のある特定の不適切なオブジェクトを HTTP トラフィッ
クから取り除くことができます。

URL フィルタリングを使用して、Secure Computing SmartFilter（従来の N2H2）や Websense などの外
部フィルタリング サーバに特定のトラフィックを誘導することもできます。フィルタリング サーバは、
セキュリティ ポリシーで指定されている特定のサイトまたは特定のタイプのサイトに向かうトラ
フィックをブロックできます。
URL フィルタリングは CPU に大きな負荷がかかるため、外部フィルタリング サーバを使用すること
により、他のトラフィックのスループットに影響を与えることがなくなります。ただし、ネットワーク
速度と URL フィルタリング サーバのキャパシティに応じて、外部フィルタリング サーバを使用して
トラフィックをフィルタリングするときに、初期接続に必要な時間は著しく遅くなります。
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ActiveX オブジェクトのフィルタリング
ここでは、フィルタリングを適用して、ファイアウォールを通過する HTTP トラフィックから
ActiveX オブジェクトを削除する手順について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「ActiveX フィルタリングの概要」（P.18-2）
• 「ActiveX フィルタリングのイネーブル化」（P.18-2）

ActiveX フィルタリングの概要
ActiveX オブジェクトには保護されたネットワーク上のホストやサーバを攻撃する目的のコードが含ま
れているので、セキュリティ リスクを発生させることがあります。ActiveX オブジェクトは、ActiveX
フィルタリングでディセーブルにできます。

ActiveX コントロールは、以前は OLE コントロールまたは OCX コントロールと呼ばれていたもので、
Web ページやその他のアプリケーションに挿入できるコンポーネントです。ActiveX コントロールに
は、カスタム フォーム、カレンダ、その他さまざまな種類のサードパーティ フォームがあり、情報の
収集や表示に使用されます。ActiveX テクノロジーは、ネットワーク クライアントにおいて、ワーク
ステーションで障害が発生する原因となったり、ネットワーク セキュリティの問題を引き起こしたり、
サーバの攻撃に使用されたりするなど、数多くの問題を引き起こす可能性があります。

filter activex コマンドは、HTML <object> コマンドを、HTML Web ページ内でコメントアウトする
ことでブロックします。<APPLET> ～ </APPLET> タグおよび <OBJECT CLASSID> ～ </OBJECT>
タグを選択的にコメントに置換することによって、HTML ファイルの ActiveX フィルタリングが実行
されます。最上位のタグをコメントに変換することによって、ネストされたタグのフィルタリングもサ
ポートされます。

注意

このコマンドは、オブジェクト タグに埋め込まれている Java アプレット、イメージ ファイル、ま
たはマルチメディア オブジェクトもすべてブロックします。

<object> または </object> という HTML タグが複数のネットワーク パケットに分割されている場合、
またはタグ内のコードが MTU のバイト数より長い場合、FWSM はそのタグをブロックできません。
ActiveX ブロックは、ユーザが alias コマンドによって参照される IP アドレスにアクセスしている場合
は実行されません。

ActiveX フィルタリングのイネーブル化
ここでは、FWSM を通過する HTTP トラフィック内の ActiveX オブジェクトを削除する方法について
説明します。ActiveX オブジェクトを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# filter activex {port[-port] | except} local_ip local_mask foreign_ip
foreign_mask

このコマンドを使用するには、フィルタリングを適用する TCP ポートで port を置き換えます。一般的
に、これはポート 80 ですが、他の値も受け入れられます。ポート 80 には、http または url リテラル
を使用できます。ポート範囲を指定するには、開始ポート番号と終了ポート番号の間にハイフンを使用
します。
以前のフィルタリング条件の例外を作成するには、キーワード except を指定します。

18-2

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 18 章

フィルタリング サービスの適用

Java アプレットのフィルタリング

（注）

フィルタリングの例外ルールは、デフォルト ポートを使用している場合にだけ有効です。
ローカル IP アドレスおよびマスクによって、フィルタリングされるトラフィックの発信元である 1 台
以上の内部ホストを指定します。外部アドレスおよびマスクは、フィルタリングされるトラフィックの
外部の宛先を指定します。
これらのアドレスに 0.0.0.0（短縮形は 0）を設定して、すべてのホストを指定できます。これらのマ
スクに 0.0.0.0（短縮形は 0）を使用して、すべてのホストを指定できます。
次に、すべての発信接続で ActiveX オブジェクトをブロックする例を示します。
hostname(config)# filter activex 80 0 0 0 0

このコマンドは、任意のローカル ホストから任意の外部ホストへの接続において、ポート 80 で Web
トラフィックに対して ActiveX オブジェクト ブロッキングを適用することを指定します。
このコンフィギュレーションを削除するには、次の例で示すように、コマンドの no 形式を使用しま
す。
hostname(config)# no filter activex 80 0 0 0 0

Java アプレットのフィルタリング
ここでは、フィルタリングを適用して、ファイアウォールを通過する HTTP トラフィックから Java ア
プレットを削除する手順について説明します。Java アプレットには、保護されているネットワーク上
のホストやサーバを攻撃することを目的とするコードが含まれている場合があるため、セキュリティの
リスクが発生する可能性があります。Java アプレットは、filter java コマンドを使用して削除できま
す。

filter java コマンドは、発信接続から FWSM に返される Java アプレットをフィルタリングします。
フィルタリングされてもユーザは HTML ページを受信できますが、アプレットの Web ページ ソース
はコメントアウトされているため、アプレットは実行できません。

（注）

<object> タグに組み込まれた Java アプレットを削除するには、filter activex コマンドを使用します。
FWSM を通過する HTTP トラフィック内の Java アプレットを削除するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
hostname(config)# filter java {port[-port] | except} local_ip local_mask foreign_ip
foreign_mask

このコマンドを使用するには、フィルタリングを適用する TCP ポートで port を置き換えます。一般的
に、これはポート 80 ですが、他の値も受け入れられます。ポート 80 には、http または url リテラル
を使用できます。ポート範囲を指定するには、開始ポート番号と終了ポート番号の間にハイフンを使用
します。
以前のフィルタリング条件の例外を作成するには、キーワード except を指定します。

（注）

フィルタリングの例外ルールは、デフォルト ポートを使用している場合にだけ有効です。
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ローカル IP アドレスおよびマスクによって、フィルタリングされるトラフィックの発信元である 1 台
以上の内部ホストを指定します。外部アドレスおよびマスクは、フィルタリングされるトラフィックの
外部の宛先を指定します。
これらのアドレスに 0.0.0.0（短縮形は 0）を設定して、すべてのホストを指定できます。これらのマ
スクに 0.0.0.0（短縮形は 0）を使用して、すべてのホストを指定できます。
これらのアドレスに 0.0.0.0（短縮形は 0）を設定して、すべてのホストを指定できます。これらのマ
スクに 0.0.0.0（短縮形は 0）を使用して、すべてのホストを指定できます。
次に、すべての発信接続で Java アプレットをブロックする例を示します。
hostname(config)# filter java 80 0 0 0 0

このコマンドは、任意のローカル ホストから任意の外部ホストへの接続において、ポート 80 で Web
トラフィックに対して Java アプレット ブロッキングを適用することを指定します。
次に、保護されているネットワーク上のホストへの Java アプレットのダウンロードをブロックする例
を示します。
hostname(config)# filter java http 192.168.3.3 255.255.255.255 0 0

このコマンドでは、ホスト 192.168.3.3 での Java アプレットのダウンロードが禁止されます。
このコンフィギュレーションを削除するには、次の例で示すように、コマンドの no 形式を使用しま
す。
hostname(config)# no filter java http 192.168.3.3 255.255.255.255 0 0

外部サーバによる URL および FTP 要求のフィルタリング
この項では、外部サーバを使用して URL および FTP 要求をフィルタリングする方法について説明しま
す。ここでは、次の内容について説明します。

• 「URL フィルタリングの概要」（P.18-4）
• 「フィルタリング サーバの指定」（P.18-5）
• 「コンテンツ サーバ応答のバッファリング」（P.18-6）
• 「サーバ アドレスのキャッシング」（P.18-7）
• 「HTTP URL のフィルタリング」（P.18-7）
• 「HTTPS URL のフィルタリング」（P.18-9）
• 「FTP 要求のフィルタリング」（P.18-9）

URL フィルタリングの概要
フィルタリングは、セキュリティの高いネットワークからセキュリティの低いネットワークに発信され
る接続要求に対して適用できます。アクセス リストを使用して、特定のコンテンツ サーバへの発信ア
クセスを阻止できますが、インターネットの規模およびダイナミック特性を考慮すると、この方法での
使用の管理は困難です。次のいずれかのインターネット フィルタリング製品で稼動する別途サーバを
使用することで、設定を簡素化し、FWSM のパフォーマンスを向上できます。

• HTTP、HTTPS、FTP、および長い URL のフィルタリング用 Websense Enterprise
• HTTP および HTTPS のフィルタリング用 Secure Computing SmartFilter（旧 N2H2）
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外部サーバを使用するときは FWSM のパフォーマンスはほとんど影響を受けませんが、フィルタリン
グ サーバが FWSM から離れた場所にある場合には、Web サイトまたは FTP サーバへのアクセス時間
が大幅に長くなることがあります。
フィルタリングがイネーブルで、接続要求を FWSM 経由で転送すると、その要求はコンテンツ サーバ
とフィルタリング サーバに同時に送信されます。フィルタリング サーバによって接続が許可されると、
FWSM はコンテンツ サーバからの応答を発信元のクライアントに転送します。フィルタリング サーバ
が接続を拒否した場合、FWSM は応答を廃棄し、接続が成功しなかったことを示すメッセージまたは
リターン コードを送信します。
認証が FWSM 上でイネーブルの場合、FWSM はまたユーザ名をフィルタリング サーバに送信します。
フィルタリング サーバで、ユーザ名のフィルタリング設定を使用するか、使用に関する拡張レポート機
能を提供できます。

フィルタリング サーバの指定
コンテキストごとに最大 4 つのフィルタリング サーバを指定できます。FWSM は、1 つのサーバが応
答するまで、それらのサーバを順番に使用します。コンフィギュレーションに指定できるサーバは、1
つのタイプ（Websense または N2H2）だけです。

（注）

filter コマンドを使用して HTTP または HTTPS のフィルタリングを設定する前に、フィルタリング
サーバを追加する必要があります。また、コンフィギュレーションからフィルタリング サーバを削除
する前に、フィルタリング コマンドもすべて削除する必要があります。

url-server コマンドを次のように使用して、フィルタリング サーバのアドレスを指定します。
Websense の場合は次のとおりです。
hostname(config)# url-server (if_name) vendor websense host local_ip [timeout seconds]
[protocol {TCP | UDP | connections num_conns] | version 4][context-name]

（注）

context-name オプションは Websense バージョン 4.0 でだけ使用でき、バージョン 1.0 では使用できま
せん。また、この機能はマルチコンテキスト モードでだけ設定できます。

Secure Computing SmartFilter（従来の N2H2）の場合は次のとおりです。
hostname(config)# url-server (if_name) vendor {smartfilter | n2h2} host
<local_ip> [port <number>] [timeout <seconds>] [protocol {TCP [connections <number>]} |
UDP]

<if_name> は、フィルタリング サーバに接続されたセキュリティ アプライアンス インターフェイスの
名前です。

vendor {smartfilter | n2h2} には、ベンダー文字列として「smartfilter」を使用できます。ただし、
「n2h2」も下位互換性のために許容されます。コンフィギュレーション エントリが生成されると、
「smartfilter」がベンダー文字列として保存されます。
host <local_ip> には、URL フィルタリング サーバの IP アドレスを指定します。
port <number> には、フィルタリング サーバの Secure Computing SmartFilter サーバ ポート番号を指定
します。また、FWSM は、このポートの UDP 応答をリッスンします。
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（注）

デフォルト ポートは 4005 です。これは、Secure Computing SmartFilter サーバが TCP または UDP で
FWSM と通信するために使用するデフォルト ポートです。デフォルト ポートの変更の詳細について
は、『Filtering by N2H2 Administrator's Guide』を参照してください。

timeout <seconds> は、セキュリティ アプライアンスがフィルタリング サーバへの接続試行を継続す
る秒数です。

connections <number> は、ホストとサーバの間で接続を試行する回数です。
Context-name は、Websense サーバでのポリシー検索用の各 Websense クエリーを送信します。
たとえば、1 つの Websense フィルタリング サーバを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# url-server (perimeter) host 10.0.1.1 protocol TCP version 4

これは、FWSM の境界インターフェイス上の、IP アドレス 10.0.1.1 を持つ Websense フィルタリング
サーバを指定しています。この例でイネーブルになっている version 4 は、キャッシュをサポートする
ため、Websense によって推奨されています。
冗長 Secure Computing SmartFilter サーバを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# url-server (perimeter) vendor n2h2 host 10.0.1.1
hostname(config)# url-server (perimeter) vendor n2h2 host 10.0.1.2

これは、2 つの Sentian フィルタリング サーバを指定しています。いずれも FWSM の境界インター
フェイス上にあります。

コンテンツ サーバ応答のバッファリング
ユーザがコンテンツ サーバへの接続要求を発行した場合、その要求は、FWSM によって、コンテンツ
サーバとフィルタリング サーバの両方に同時に送信されます。フィルタリング サーバがコンテンツ
サーバより早く応答しなかった場合、サーバ応答はドロップされます。これにより、Web クライアン
ト側の視点で Web サーバ応答が表示されます。これは、クライアントが要求を再発行する必要がある
ためです。

HTTP 応答バッファをイネーブルにすると、Web コンテンツ サーバからの応答はバッファリングされ、
フィルタリング サーバによって接続が許可された場合に、要求クライアントに転送されます。これに
より、バッファリングしない場合に発生する可能性のある遅延が回避されます。

HTTP 要求または FTP 要求に対する応答のバッファリングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

フィルタリング サーバからの応答が保留中である HTTP または FTP 要求に対する応答のバッファリン
グをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# url-block block block-buffer-limit

block-buffer-limit に、バッファリングするブロックの最大数を指定します。
（注）

1,159 バイトより長い URL のバッファリングは、Websense フィルタリング サーバでだけサ
ポートされています。

ステップ 2

保留中の URL のバッファリング（および Websense による長い URL のバッファリング）に使用できる
最大メモリを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# url-block url-mempool memory-pool-size
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memory-pool-size に、最大メモリ割り当ての 2 KB ～ 10 MB に相当する 2 ～ 10240 の値を指定します。

サーバ アドレスのキャッシング
ユーザがサイトにアクセスすると、フィルタリング サーバは FWSM に対して、サーバ アドレスを一
定時間キャッシュすることを許可できます。ただし、そのアドレスでホストされているサイトはいずれ
も、常に許可されるカテゴリに属している必要があります。これにより、そのユーザがそのサーバに再
度アクセスするか、別のユーザがそのサーバにアクセスしたときに、FWSM がフィルタリング サーバ
に再度照会する必要がなくなります。

（注）

キャッシュされた IP アドレス要求は、フィルタリング サーバに渡されず、記録もされません。そのた
め、このアクティビティはどのレポートにも表示されません。url-cache コマンドを使用する前に、
Websense 実行ログを蓄積できます。
スループットを高める必要がある場合は、url-cache コマンドを使用して、次のように入力します。
hostname(config)# url-cache {dst | src_dst} size

範囲 1 ～ 128 （KB）のキャッシュ サイズの値を、size に指定します。

dst キーワードを使用して、URL 宛先アドレスに基づいて、エントリをキャッシュします。すべての
ユーザが Websense サーバ上で同一の URL フィルタリング ポリシーを共有している場合に、このモー
ドを選択します。
src_dst キーワードを使用して、URL 要求を開始した送信元アドレスと URL 宛先アドレスの両方に基
づいて、エントリをキャッシュします。このモードは、Websense サーバ上でユーザが同じ URL フィ
ルタリング ポリシーを共有しない場合に選択します。

HTTP URL のフィルタリング
この項では、外部フィルタリング サーバを使用する HTTP フィルタリングを設定する方法について説
明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「HTTP フィルタリングの設定」（P.18-7）
• 「長い HTTP URL のフィルタリングのイネーブル化」（P.18-8）
• 「長い HTTP URL の短縮」（P.18-8）
• 「フィルタリングから除外するトラフィックの指定」（P.18-8）

HTTP フィルタリングの設定
HTTP フィルタリングをイネーブルにする前に、URL フィルタリング サーバを指定し、イネーブルに
する必要があります。
フィルタリング サーバが HTTP 接続要求を承認した場合、FWSM は Web サーバからの応答が発信元
クライアントに到達することを許可します。フィルタリング サーバが要求を拒否した場合、FWSM
は、ユーザをブロック ページにリダイレクトし、アクセスが拒否されたことを示します。

HTTP フィルタリングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# filter url {http | port[-port] | except} local_ip local_mask foreign_ip
foreign_mask [allow][cgi-truncate][longurl-deny][longurl-truncate][proxy-block]
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HTTP（80）のデフォルト ポートとは異なるポートが使用されている場合は、1 つ以上のポート番号
を、port に指定します。local_ip と local_mask には、要求を行うユーザまたはサブネットワークの IP
アドレスとサブネット マスクを指定します。foreign_ip と foreign_mask には、要求に応答するサーバ
またはサブネットワークの IP アドレスとサブネット マスクを指定します。
以前のフィルタリング条件の例外を作成するには、キーワード except を指定します。

（注）

フィルタリングの例外ルールは、デフォルト ポートを使用している場合にだけ有効です。

allow オプションは、プライマリ フィルタリング サーバが利用できないときに、FWSM がフィルタリ
ングせずに HTTP トラフィックを転送するようにします。proxy-block コマンドを使用して、プロキ
シ サーバへの要求をすべてドロップします。

長い HTTP URL のフィルタリングのイネーブル化
デフォルトでは、FWSM は、1159 文字を超える HTTP URL を長い URL と見なします。Websense
サーバの場合、最大長を増加できます。
（Websense だけ）次のコマンドを入力して、1 つの URL の最大サイズを設定します。
hostname(config)# url-block url-size long_url_size

long_url_size に、最大 URL サイズの 2 ～ 4 KB に相当する 2 ～ 4 の値を指定します。デフォルト値は
2 です。
（Websense だけ）次のコマンドを入力して、URL バッファ メモリ プールの最大サイズを設定すること
もできます。
hostname(config)# url-block url-mempool memory_pool_size

memory_pool_size に、URL バッファ メモリ プール サイズの 2 ～ 10,240 KB に相当する 2 ～ 10240
の値を指定します。

長い HTTP URL の短縮
デフォルトでは、URL が最大許容サイズを超えると、その URL はドロップされます。これを回避する
には、次のコマンドを入力して、長い URL を切り捨てるように FWSM を設定します。
hostname(config)# filter url [longurl-truncate | longurl-deny | cgi-truncate]

longurl-truncate オプションを指定すると、FWSM では、URL が許可されている最大長よりも長い場
合、URL のホスト名または IP アドレスの部分のみがフィルタリング サーバに送信されて、評価されま
す。URL が許可されている最大長よりも長い場合に発信 URL トラフィックを拒否するには、
longurl-deny オプションを使用します。
CGI URL を切り捨てて、CGI スクリプトの場所とスクリプト名のみを含め、すべてのパラメータを削
除するには、cgi-truncate オプションを使用します。長い HTTP 要求の多くは CGI 要求です。パラ
メータ リストが非常に長い場合、パラメータ リストを含む完全な CGI 要求を待機および送信すると、
メモリ リソースが浪費され、ファイアウォールのパフォーマンスに影響します。

フィルタリングから除外するトラフィックの指定
フィルタリングから除外する特定のトラフィックを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# filter url except source_ip source_mask dest_ip dest_mask
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たとえば、次のコマンドは、10.0.2.54 からの HTTP 要求を除くすべての HTTP 要求がフィルタリング
サーバに転送されるように設定しています。
hostname(config)# filter url http 0 0 0 0
hostname(config)# filter url except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0

（注）

filter java except コマンドを設定しており、同じ送信元 / 宛先ペアに対して filter activex コマンドを設
定している場合、この送信元 / 宛先ペアのポート 80 ではフィルタリングは実行されません。

HTTPS URL のフィルタリング
HTTPS フィルタリングをイネーブルにする前に、URL フィルタリング サーバを指定し、イネーブル
にする必要があります。

HTTPS の内容は暗号化されるため、FWSM はディレクトリ情報およびファイル名情報なしで URL
ルックアップを送信します。フィルタリング サーバが HTTPS 接続要求を承認した場合、FWSM は
SSL 接続ネゴシエーションの完了を許可し、Web サーバからの応答が発信元クライアントに到達する
ことを許可します。フィルタリング サーバが要求を拒否した場合、FWSM は SSL 接続ネゴシエーショ
ンの完了を許可しません。ブラウザには、「The Page or the content cannot be displayed.」のようなエ
ラー メッセージが表示されます。

（注）

FWSM は、HTTPS 用の認証プロンプトを表示しないため、ユーザは HTTPS サーバにアクセスする前
に、HTTP または FTP を使用して FWSM で認証を受ける必要があります。
HTTPS フィルタリングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# filter https port localIP local_mask foreign_IP foreign_mask [allow]

HTTPS（443）のデフォルト ポートとは異なるポートが使用されている場合、port に、ポート番号を
指定します。フィルタリングの例外ルールは、デフォルト ポートを使用している場合にだけ有効です。

（注）

HTTPS と HTTP トラフィックの両方に同じ GET 要求がある場合、HTTPS プロトコル インスペクタも
指定したポート番号上の HTTP トラフィックをフィルタリングします。
local_ip と local_mask には、要求を行うユーザまたはサブネットワークの IP アドレスとサブネット マ
スクを指定します。foreign_ip と foreign_mask には、要求に応答するサーバまたはサブネットワーク
の IP アドレスとサブネット マスクを指定します。
allow オプションは、プライマリ フィルタリング サーバが利用できないときに、FWSM がフィルタリ
ングせずに HTTPS トラフィックを転送するようにします。

FTP 要求のフィルタリング
FTP フィルタリングをイネーブルにする前に、URL フィルタリング サーバを指定し、イネーブルにす
る必要があります。

（注）

Secure Computing SmartFilter（旧 N2H2）では、FTP フィルタリングはサポートされていません。
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フィルタリング サーバが FTP 接続要求を承認した場合、FWSM は、成功を示す FTP リターン コード
が発信元クライアントに到達することを許可します。たとえば、成功を示すリターン コードは「250:
CWD command successful」です。フィルタリング サーバが要求を拒否した場合、FTP リターン コー
ドは接続が拒否されたことを示すように変更されます。たとえば、FWSM の場合、コード 250 を
「550 Requested file is prohibited by URL filtering policy」に変更します。

FTP フィルタリングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# filter ftp {port[-port] | except} localIP local_mask foreign_IP
foreign_mask [allow] [interact-block]

FTP（21）のデフォルト ポートとは異なるポートが使用されている場合、port に、ポート番号を指定
します。local_ip と local_mask には、要求を行うユーザまたはサブネットワークの IP アドレスとサブ
ネット マスクを指定します。foreign_ip と foreign_mask には、要求に応答するサーバまたはサブネッ
トワークの IP アドレスとサブネット マスクを指定します。
以前のフィルタリング条件の例外を作成するには、キーワード except を指定します。

（注）

フィルタリングの例外ルールは、デフォルト ポートを使用している場合にだけ有効です。

allow オプションは、プライマリ フィルタリング サーバが利用できないときに、FWSM がフィルタリ
ングせずに FTP トラフィックを転送するようにします。
完全なディレクトリ パスを提供しない対話型の FTP セッションをブロックするには、interact-block
オプションを使用します。対話形式の FTP クライアントを使用すると、ユーザは、完全なパスを入力
しないでディレクトリを変更できます。たとえば、ユーザは、cd /public/files ではなく、cd ./files と
入力できます。

フィルタリング統計情報とフィルタリング設定の表示
この項では、フィルタリング統計情報をモニタする方法について説明します。ここでは、次の内容につ
いて説明します。

• 「フィルタリング サーバ統計情報の表示」（P.18-10）
• 「バッファ コンフィギュレーションと統計情報の表示」（P.18-11）
• 「キャッシュ統計情報の表示」（P.18-11）
• 「フィルタリング性能統計情報の表示」（P.18-12）
• 「フィルタリング コンフィギュレーションの表示」（P.18-12）

フィルタリング サーバ統計情報の表示
フィルタリング サーバの情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show running-config url-server

次に、show running-config url-server コマンドの出力例を示します。
hostname# show running-config url-server
url-server (outside) vendor n2h2 host 128.107.254.202 port 4005 timeout 5 protocol TCP

フィルタリング サーバの情報または統計情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show url-server statistics
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次に、show url-server statistics コマンドの出力例を示します。このコマンドでは、フィルタリング統
計情報が表示されます。
hostname# show url-server statistics
URL Server Statistics:
---------------------Vendor
websense
URLs total/allowed/denied
50/35/15
HTTPSs total/allowed/denied
1/1/0
FTPs total/allowed/denied
3/1/2
URL Server Status:
-----------------10.130.28.18

UP

URL Packets Sent and Received Stats:
----------------------------------Message
Sent
Received
STATUS_REQUEST
65155
34773
LOOKUP_REQUEST
0
0
LOG_REQUEST
0
NA
-----------------------------------

バッファ コンフィギュレーションと統計情報の表示
show running-config url-block コマンドは、url-block バッファで保持されるパケット数と、バッファ
制限を超えた場合または再送信が発生した場合に廃棄される数（存在する場合）を示します。
次に、show running-config url-block コマンドの出力例を示します。
hostname# show running-config url-block
url-block url-mempool 128
url-block url-size 4
url-block block 128

URL ブロック バッファのコンフィギュレーションが表示されています。
次に、show url-block block statistics コマンドの出力例を示します。
hostname# show url-block block statistics
URL Pending Packet Buffer Stats with max block 128
----------------------------------------------------Cumulative number of packets held:
896
Maximum number of packets held (per URL):
3
Current number of packets held (global):
38
Packets dropped due to
exceeding url-block buffer limit:
7546
HTTP server retransmission:
10
Number of packets released back to client:
0

これは、URL ブロック統計情報を示しています。

キャッシュ統計情報の表示
次に、show url-cache コマンドの出力例を示します。
hostname# show url-cache
URL Filter Cache Stats
----------------------
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Size
Entries
In Use
Lookups
Hits

:
:
:
:
:

128KB
1724
456
45
8

This shows how the cache is used.

フィルタリング性能統計情報の表示
次に、show perfmon コマンドの出力例を示します。
hostname# show perfmon
PERFMON STATS:
Current
Xlates
0/s
Connections
0/s
TCP Conns
0/s
UDP Conns
0/s
URL Access
0/s
URL Server Req
0/s
TCP Fixup
0/s
TCPIntercept
0/s
HTTP Fixup
0/s
FTP Fixup
0/s
AAA Authen
0/s
AAA Author
0/s
AAA Account
0/s

Average
0/s
2/s
2/s
0/s
2/s
3/s
0/s
0/s
3/s
0/s
0/s
0/s
0/s

これは、URL フィルタリング性能統計情報とその他の性能統計情報を示しています。フィルタリング
統計情報は URL Access 行および URL Server Req 行に表示されます。

フィルタリング コンフィギュレーションの表示
次に、show running-config filter コマンドの出力例を示します。
hostname# show running-config filter
filter url http 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
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ARP 検査およびブリッジング パラメータの設
定

トランスペアレント ファイアウォール モード限定
この章では、Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）検査をイネーブルにし、
FWSM 用にブリッジング動作をカスタマイズする方法について説明します。マルチコンテキスト モー
ドでは、この章のコマンドはセキュリティ コンテキストに入力できますが、システムには入力できま
せん。
この章では、次の内容について説明します。

• 「ARP 検査の設定」（P.19-1）
• 「MAC アドレス テーブルのカスタマイズ」（P.19-3）

ARP 検査の設定
ここでは、ARP 検査および ARP 検査をイネーブルにする方法について説明します。

• 「ARP 検査の概要」（P.19-1）
• 「スタティック ARP エントリの追加」（P.19-2）
• 「ARP 検査のイネーブル化」（P.19-2）

ARP 検査の概要
デフォルトでは、すべての ARP パケットが FWSM を通過できます。ARP パケットのフローを制御す
るには、ARP 検査をイネーブルにします。ARP 検査はすべてのブリッジ グループに適用されます。

ARP 検査をイネーブルにすると、FWSM は、すべての ARP パケット内の MAC アドレス、IP アドレ
ス、および送信元インターフェイスを ARP テーブル内のスタティック エントリと比較し、次のアク
ションを実行します。

• IP アドレス、MAC アドレス、および送信元インターフェイスが ARP エントリと一致する場合、
パケットを通過させます。

• MAC アドレス、IP アドレス、またはインターフェイス間で不一致がある場合、FWSM はパケッ
トをドロップします。

• ARP パケットがスタティック ARP テーブル内のどのエントリとも一致しない場合、パケットをす
べてのインターフェイスに転送（フラッディング）するか、またはドロップするように FWSM を
設定できます。
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ARP 検査によって、悪意のあるユーザが他のホストやルータになりすます（ARP スプーフィングと呼
ばれる）のを防止できます。ARP スプーフィングは、「中間者」攻撃をイネーブルにすることがありま
す。たとえば、ホストが ARP 要求をゲートウェイ ルータに送信すると、ゲートウェイ ルータはゲート
ウェイ ルータの MAC アドレスで応答します。ただし、攻撃者は、ルータの MAC アドレスではなく攻
撃者の MAC アドレスで別の ARP 応答をホストに送信します。これで、攻撃者は、すべてのホスト ト
ラフィックを代行受信してルータに転送できるようになります。
ARP 検査を使用すると、正しい MAC アドレスとそれに関連付けられた IP アドレスがスタティック
ARP テーブル内にある限り、攻撃者は攻撃者の MAC アドレスで ARP 応答を送信できなくなります。

スタティック ARP エントリの追加
ARP 検査は、ARP パケットを ARP テーブルのスタティック ARP エントリと比較します。スタティッ
ク ARP エントリを追加するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# arp interface_name ip_address mac_address

interface_name は、ARP パケットの送信元インターフェイスです。ip_address は送信元アドレスで、
mac_address は関連 MAC アドレスです。
たとえば、外部インターフェイスで、IP アドレスが 10.1.1.1、MAC アドレスが 0009.7cbe.2100 の
ルータからの ARP 応答を許可するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# arp outside 10.1.1.1 0009.7cbe.2100

（注）

トランスペアレント ファイアウォールは、FWSM との間のトラフィック（管理トラフィックなど）
に、ARP テーブルのダイナミック ARP エントリを使用します。

ARP 検査のイネーブル化
ARP 検査をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# arp-inspection interface_name enable [flood | no-flood]

interface_name は、ARP 検査をイネーブルにするインターフェイスです。flood キーワードは、一致
しない ARP パケットをすべてのインターフェイスに転送し、no-flood は、一致しないパケットをド
ロップします。

（注）

デフォルト設定では、一致しないパケットはフラッディングします。スタティック エントリにある
ARP だけが FWSM を通過するように制限するには、このコマンドを no-flood に設定します。
たとえば、外部インターフェイスで ARP 検査をイネーブルにして、一致しないすべての ARP パケッ
トをドロップするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# arp-inspection outside enable no-flood

すべてのインターフェイス上で ARP 検査の現在の設定を表示するには、show arp-inspection コマン
ドを入力します。

19-2

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 19 章

ARP 検査およびブリッジング パラメータの設定
MAC アドレス テーブルのカスタマイズ

MAC アドレス テーブルのカスタマイズ
ここでは、MAC アドレス テーブルについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「MAC アドレス テーブルの概要」（P.19-3）
• 「スタティック MAC アドレスの追加」（P.19-3）
• 「MAC アドレス タイムアウトの設定」（P.19-4）
• 「MAC アドレス ラーニングのディセーブル化」（P.19-4）
• 「MAC アドレス テーブルの表示」（P.19-4）

MAC アドレス テーブルの概要
FWSM は、通常のブリッジまたはスイッチと同様に、MAC アドレスを学習して MAC アドレス テー
ブルを作成します。デバイスが FWSM を介してパケットを送信すると、FWSM が MAC アドレスをア
ドレス テーブルに追加します。このテーブルで MAC アドレスと送信元インターフェイスが対応付け
られ、グループがブリッジングされるので、FWSM は適切なインターフェイスからデバイス宛てのパ
ケットを送信できます。トラフィックが複数のブリッジ グループを経由して送信される場合、MAC ア
ドレスはテーブルに、複数のエントリを持つことができます。FWSM が MAC アドレスにパケットを
配信する出力インターフェイスを決定する必要があるとき、FWSM はパケットの入力インターフェイ
スを含んだブリッジ グループのエントリを使用します。

FWSM はファイアウォールなので、パケットの宛先 MAC アドレスがテーブルに含まれていなくても、
通常のブリッジのように、ブリッジ グループのすべてのインターフェイスに元のパケットを FWSM が
フラッディングすることはありません。代わりに、直接接続されたデバイスまたはリモート デバイス
に対して次のパケットを生成します。
• 直接接続されたデバイスへのパケット：FWSM は宛先 IP アドレスに対して ARP 要求を生成し、
FWSM は ARP 応答を受信したインターフェイスを学習します。
• リモート デバイスへのパケット：FWSM は宛先 IP アドレスへの ping を生成し、FWSM は ping
応答を受信したインターフェイスを学習します。
元のパケットはドロップされます。

スタティック MAC アドレスの追加
MAC アドレスは通常、特定の MAC アドレスからのトラフィックがインターフェイスに届いたとき
に、MAC アドレス テーブルに動的に追加されます。スタティック MAC アドレスは、必要に応じて
MAC アドレス テーブルに追加できます。スタティック エントリを追加する利点の 1 つに、MAC ス
プーフィングに対処できることがあります。スタティック エントリと同じ MAC アドレスを持つクラ
イアントが、そのスタティック エントリと一致しないインターフェイスにトラフィックを送信しよう
とする場合、FWSM はそのトラフィックを廃棄し、システム ログ メッセージを生成します。

MAC アドレス テーブルにスタティック MAC アドレスを追加するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mac-address-table static interface_name mac_address

interface_name は、発信元インターフェイスです。
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MAC アドレス タイムアウトの設定
ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのデフォルトのタイムアウト値は 5 分ですが、タイム
アウトは変更できます。タイムアウトを変更するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mac-address-table aging-time timeout_value

timeout_value（分）は、5 ～ 720（12 時間）です。5 分がデフォルトです。

MAC アドレス ラーニングのディセーブル化
デフォルトでは、各インターフェイスはトラフィックに入る MAC アドレスを自動的に学習し、
FWSM は対応するエントリを MAC アドレス テーブルに追加します。必要に応じて MAC アドレス
ラーニングをディセーブルにできますが、この場合、MAC アドレスをテーブルにスタティックに追加
しないと、トラフィックが FWSM を通過できなくなります。

MAC アドレス学習をディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# mac-learn interface_name disable

このコマンドの no 形式を使用すると、MAC アドレス ラーニングが再度イネーブルになります。clear
configure mac-learn コマンドは、すべてのインターフェイスで MAC アドレス ラーニングを再度イ
ネーブルにします。

MAC アドレス テーブルの表示
MAC アドレス テーブル全体（スタティックおよびダイナミック エントリを含めて）、特定のインター
フェイスの MAC アドレス テーブル、または特定のブリッジ グループの MAC アドレス テーブルを表
示できます。MAC アドレス テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show mac-address-table [interface_name | bridge_group]

すべてのテーブルを表示する show mac-address-table コマンドの出力例を示します。
hostname# show mac-address-table
interface
mac address
type
Age min)
Group
----------------------------------------------------------------------outside
0009.7cbe.2100
static
Eng
inside
0010.7cbe.6101
static
Eng
inside
0009.7cbe.5101
dynamic
10
Eng

内部インターフェイスのテーブルを表示する show mac-address-table コマンドの出力例を示します。
hostname# show mac-address-table inside
interface
mac address
type
Age min)
Group
----------------------------------------------------------------------inside
0010.7cbe.6101
static
Eng
inside
0009.7cbe.5101
dynamic
10
Eng
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モジュラ ポリシー フレームワークの使用
この章では、モジュラ ポリシー フレームワークを使用して、サポートされている機能のセキュリティ
ポリシーを作成する方法について説明します。この章では、次の内容について説明します。

• 「モジュラ ポリシー フレームワークの詳細」（P.20-1）
• 「トラフィックの識別（レイヤ 3/4 クラス マップ）」（P.20-4）
• 「アプリケーション検査の特別なアクションの設定（検査ポリシーマップ）」（P.20-6）
• 「アクションの定義（レイヤ 3/4 ポリシーマップ）」（P.20-14）
• 「インターフェイスへのアクションの適用（サービス ポリシー）」（P.20-20）
• 「モジュラ ポリシー フレームワークの例」（P.20-21）

モジュラ ポリシー フレームワークの詳細
モジュラ ポリシー フレームワークを使用すると、一貫性のある柔軟な方法で FWSM の機能を設定で
きます。たとえば、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してタイムアウトを設定すると、すべて
の TCP アプリケーションにではなく、特定の TCP アプリケーションに固有に適用できます。ここで
は、次の内容について説明します。

• 「モジュラ ポリシー フレームワークでサポートされている機能」（P.20-1）
• 「モジュラ ポリシー フレームワーク設定の概要」（P.20-2）
• 「デフォルトのグローバル ポリシー」（P.20-3）

モジュラ ポリシー フレームワークでサポートされている機能
モジュラ ポリシー フレームワークでは、次の機能がサポートされています。

• TCP および UDP の接続設定、TCP シーケンス番号のランダム化、および TCP ステート バイパ
ス：「接続制限とタイムアウトの設定」（P.21-1）および 「TCP ステート バイパスの設定」
（P.21-11）を参照してください。
• アプリケーション検査：第 22 章「アプリケーション層プロトコル検査の適用」を参照してくださ
い。

• PISA 統合を使用したアプリケーション タイプの許可または拒否：「PISA 統合でのアプリケーショ
ン タイプの許可または拒否」（P.21-4）を参照してください。
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モジュラ ポリシー フレームワーク設定の概要
モジュラ ポリシー フレームワークの設定は、次のタスクで構成されています。

1. レイヤ 3/4 クラス マップを作成して、モジュラ ポリシー フレームワークのアクションを実行する
トラフィックを識別します。たとえば、FWSM を通過するすべてのトラフィックでアクションを
実行したり、10.1.1.0/24 から任意の宛先アドレスまでのトラフィックで特定のアクションだけを
実行したりできます。
ࠗࡗ 3/4 ࠢࠬ ࡑ࠶ࡊ

241506

ࠗࡗ 3/4 ࠢࠬ ࡑ࠶ࡊ

「トラフィックの識別（レイヤ 3/4 クラス マップ）」（P.20-4）を参照してください。

2. 実行するアクションの 1 つがアプリケーション検査で、一部の検査トラフィックで追加のアクショ
ンを実行する場合、検査ポリシー マップを作成します。検査ポリシーマップはトラフィックを特
定し、そのトラフィックで何をするかを指定します。たとえば、本文の長さが 1000 バイトを上回
るすべての HTTP 要求をドロップできます。
ᬌᩏࡐࠪ ࡑ࠶ࡊߩࠕ࡚ࠢࠪࡦ

241507

ᬌᩏ ࠢࠬ ࡑ࠶ࡊ/
match ࠦࡑࡦ࠼

match コマンドでトラフィックを直接特定する独立した検査ポリシーマップを作成したり、再利
用のために、またはより複雑な照合のために検査クラスマップを作成したりできます。「検査ポリ
シーマップのアクションの定義」（P.20-7）および「検査クラスマップ内のトラフィックの特定」
（P.20-10）を参照してください。
3. 検査されるパケット内でテキストを正規表現と一致させる場合は、正規表現または正規表現のグ
ループ（正規表現クラス マップ）を作成できます。トラフィックが検査ポリシーマップと一致す
るように定義するときに、既存の正規表現を呼び出すことができます。たとえば、「example.com」
というテキストが含まれた URL を持つすべての HTTP 要求をドロップできます。
ᬌᩏࡐࠪ ࡑ࠶ࡊߩࠕ࡚ࠢࠪࡦ

241509

ᬌᩏ ࠢࠬ ࡑ࠶ࡊ/
match ࠦࡑࡦ࠼

ᱜⷙᢥ/
ᱜⷙࠢࠬ ࡑ࠶ࡊ

「正規表現の作成」（P.20-11）および「正規表現クラス マップの作成」（P.20-14）を参照してくだ
さい。
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4. レイヤ 3/4 ポリシー マップを作成して、各レイヤ 3/4 クラス マップで実行するアクションを定義
します。次に、サービス ポリシーを使用して、ポリシー マップを適用するインターフェイスを決
定します。
ȬǤȤ 3/4 ȝȪǷȸ Ȟȃȗ
ធ⛯ߩ⸳ቯ

ǵȸȓǹ ȝȪǷȸ
ធ⛯ߩ⸳ቯ

ᬌᩏ

241510

ᬌᩏ

「アクションの定義（レイヤ 3/4 ポリシーマップ）」（P.20-14）および「インターフェイスへのアク
ションの適用（サービス ポリシー）」（P.20-20）を参照してください。

デフォルトのグローバル ポリシー
デフォルトでは、すべてのデフォルト アプリケーション検査トラフィックに一致するポリシーがコン
フィギュレーションに含まれ、特定の検査がすべてのインターフェイスのトラフィックに適用されます
（グローバル ポリシー）。すべての検査がデフォルトでイネーブルになっているわけではありません。
適用できるグローバル ポリシーは 1 つのみです。このため、グローバル ポリシーを変更する場合は、
デフォルトのポリシーを編集するか、ディセーブルにして新しいポリシーを適用する必要があります。
（インターフェイス ポリシーはグローバル ポリシーに優先します）。
デフォルト ポリシー コンフィギュレーションには、次のコマンドが含まれます。
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns maximum-length 512
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect skinny
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
service-policy global_policy global
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（注）

デフォルトのクラスマップで使用される特別な match default-inspection-traffic コマンドの詳細につ
いては、「特定の機能アクションの非互換性」（P.20-17）を参照してください。

トラフィックの識別（レイヤ 3/4 クラス マップ）
レイヤ 3/4 クラス マップは、アクションを適用するレイヤ 3 およびレイヤ 4 のトラフィックを指定しま
す。レイヤ 3/4 ポリシー マップそれぞれに、複数のレイヤ 3/4 クラス マップを作成できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「デフォルト クラス マップ」（P.20-4）
• 「通過トラフィック用のレイヤ 3/4 クラスマップの作成」（P.20-5）

デフォルト クラス マップ
設定には、デフォルト グローバル ポリシー内で FWSM が使用するデフォルトのレイヤ 3/4 クラス
マップなど、内部作成された多数のデフォルト クラス マップが含まれています。これは、
inspection_default と呼ばれ、デフォルトの検査トラフィックと一致します。
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic

（注）

デフォルトのクラスマップで使用される特別な match default-inspection-traffic コマンドの詳細につ
いては、「特定の機能アクションの非互換性」（P.20-17）を参照してください。
デフォルトのコンフィギュレーションに存在する別のクラス マップは、class-default と呼ばれ、これ
はすべてのトラフィックと一致します。
class-map class-default
match any

このクラス マップは、すべてのレイヤ 3/4 ポリシー マップの末尾にあり、基本的に他のすべてのトラ
フィックに対してアクションを実行しないように FWSM に指示します。独自の match any クラス
マップを作成するのではなく、必要に応じて class-default クラス マップを使用できます。
デフォルト クラス マップには検査クラス マップも含まれます。
デフォルト クラス マップおよびユーザ作成のクラス マップを表示するには、show running-config all

class-map コマンドを入力します。

最大クラス マップ数
すべてのタイプのクラス マップの最大数は、シングル モードでは 255 個、マルチ モードではコンテキ
ストごとに 255 個です。クラス マップには、次のタイプが含まれます。

• レイヤ 3/4 クラス マップ
• 検査クラスマップ
• 正規表現クラスマップ
• 検査ポリシーマップ下で直接使用される match コマンド
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この制限にはすべてのタイプのデフォルト クラス マップも含まれます。「デフォルト クラス マップ」
（P.20-4）を参照してください。

通過トラフィック用のレイヤ 3/4 クラスマップの作成
レイヤ 3/4 クラスマップでは、プロトコル、ポート、IP アドレス、およびレイヤ 3 またはレイヤ 4 の他
の属性に基づいてトラフィックを照合します。
レイヤ 3/4 クラス マップを定義する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、レイヤ 3/4 クラスマップを作成します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、最大 40 文字の文字列です。「class-default」という名前は予約されています。す
べてのタイプのクラスマップで同じ名前スペースが使用されるため、別のタイプのクラスマップですで
に使用されている名前は再度使用できません。CLI はクラスマップ コンフィギュレーション モードに
移行します。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、クラスマップの説明を追加します。
hostname(config-cmap)# description string

ステップ 3

次の特性のいずれかと照合して、クラスに含めるトラフィックを定義します。特に指定がない場合、ク
ラスマップに含めることができる match コマンドは 1 つだけです。

• 任意のトラフィック：クラスマップは、すべてのトラフィックと照合されます。
hostname(config-cmap)# match any

• アクセス リスト：クラスマップは、拡張アクセス リストで指定されたトラフィックと照合されま
す。FWSM がトランスペアレント ファイアウォール モードで動作している場合は、EtherType ア
クセス リストを使用できます。
hostname(config-cmap)# match access-list access_list_name

アクセス リストの作成の詳細については、「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）または
「EtherType アクセス リストの追加」（P.13-9）を参照してください。
「NAT 使用時のアクセス リスト用の IP
NAT を使用するアクセス リストの作成の詳細については、
アドレス」（P.13-3）を参照してください。

• TCP または UDP 宛先ポート：クラスマップは、単一ポートまたは一定範囲の連続ポートと一致し
ます。
hostname(config-cmap)# match port {tcp | udp} {eq port_num | range port_num port_num}

ヒント 複数の非連続ポートを使用するアプリケーションに対しては、match access-list コマンドを使
用して、各ポートと一致する ACE を定義します。

指定できるポートのリストについては、「TCP ポートおよび UDP ポート」（P.E-12）を参照してく
ださい。
たとえば、ポート 80 の TCP パケット（HTTP）と一致させるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match tcp eq 80
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• 検査用のデフォルト トラフィック：クラスマップは、FWSM が検査できるすべてのアプリケー
ションで使用されるデフォルトの TCP および UDP ポートと一致します。
hostname(config-cmap)# match default-inspection-traffic

デフォルト グローバル ポリシーで使用されるこのコマンドは、ポリシーマップで使用されると、
トラフィックの宛先ポートに基づいて各パケットに正しい検査を適用する特別な CLI ショート
カットです。たとえば、宛先がポート 69 の UDP トラフィックが FWSM に到達すると、FWSM
は TFTP 検査を適用し、宛先がポート 21 の TCP トラフィックが到着すると、FWSM は FTP 検査
を適用します。そのため、この場合に限って同じクラスマップに複数の検査を設定できます（他の
「特
検査とともに設定可能な WAAS 検査を除きます。アクションの組み合わせの詳細については、
定の機能アクションの非互換性」（P.20-17）を参照してください）。通常、FWSM は、ポート番号
を使用して適用する検査を決定しないため、標準以外のポートなどにも柔軟に検査を適用できま
す。
デフォルト ポートのリストについては、「デフォルトの検査ポリシー」（P.22-4）を参照してくださ
い。FWSM には、デフォルトの検査トラフィックに一致して、すべてのインターフェイス上のト
ラフィックに共通検査を適用するデフォルト グローバル ポリシーが含まれます。match
default-inspection-traffic コマンドにポートが含まれているすべてのアプリケーションが、ポリ
シーマップでデフォルトでイネーブルになっているわけではありません。

match access-list コマンドを match default-inspection-traffic コマンドとともに指定すると、一
致するトラフィックを絞り込むことができます。match default-inspection-traffic コマンドに
よって一致させるポートおよびプロトコルが指定されるため、アクセス リストのポートまたはプ
ロトコルは無視されます。

次に、class-map コマンドの例を示します。
hostname(config)# access-list udp permit udp any any
hostname(config)# access-list tcp permit tcp any any
hostname(config)# access-list host_foo permit ip any 10.1.1.1 255.255.255.255
hostname(config)# class-map all_udp
hostname(config-cmap)# description "This class-map matches all UDP traffic"
hostname(config-cmap)# match access-list udp
hostname(config-cmap)# class-map all_tcp
hostname(config-cmap)# description "This class-map matches all TCP traffic"
hostname(config-cmap)# match access-list tcp
hostname(config-cmap)# class-map all_http
hostname(config-cmap)# description "This class-map matches all HTTP traffic"
hostname(config-cmap)# match port tcp eq http
hostname(config-cmap)# class-map to_server
hostname(config-cmap)# description "This class-map matches all traffic to server 10.1.1.1"
hostname(config-cmap)# match access-list host_foo

アプリケーション検査の特別なアクションの設定（検査ポリ
シーマップ）
モジュラ ポリシー フレームワークを使用すると、多くのアプリケーション検査に対して特別なアク
ションを設定できます。レイヤ 3/4 ポリシーマップでインスペクション エンジンをイネーブルにする
場合は、検査ポリシーマップで定義されるアクションを必要に応じてイネーブルにすることもできま
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す。検査ポリシーマップが、検査アクションを定義したレイヤ 3/4 クラスマップ内のトラフィックと一
致すると、トラフィックのそのサブセットが指定したとおりに動作します（たとえば、ドロップやレー
ト制限など）。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「検査ポリシー マップの概要」（P.20-7）
• 「検査ポリシーマップのアクションの定義」（P.20-7）
• 「検査クラスマップ内のトラフィックの特定」（P.20-10）
• 「正規表現の作成」（P.20-11）
• 「正規表現クラス マップの作成」（P.20-14）

検査ポリシー マップの概要
検査ポリシーマップをサポートするアプリケーションのリストについては、「インスペクション エンジ
ンの概要」（P.22-2）を参照してください。
検査ポリシーマップは、次に示す要素の 1 つ以上で構成されています。検査ポリシーマップで使用可能
な実際のオプションは、アプリケーションに応じて決まります。

• トラフィック照合コマンド：検査ポリシーマップで直接トラフィック照合コマンドを定義して、ア
プリケーションのトラフィックを、URL 文字列などのアプリケーションに固有の基準と照合でき
ます。一致した場合にはアクションをイネーブルにします。

– 一部のトラフィック照合コマンドでは、正規表現を指定してパケット内部のテキストを照合で
きます。 ポリシーマップを設定する前に、正規表現クラスマップ内で、正規表現を単独または
グループで作成およびテストしておいてください。

• 検査クラスマップ：（すべてのアプリケーションで使用できるわけではありません。サポートされ
るアプリケーションのリストについては、CLI ヘルプを参照してください）。検査クラスマップに
は、アプリケーション トラフィックを URL 文字列などのアプリケーション固有の基準と照合する
トラフィック照合コマンドが含まれています。その後、ポリシーマップ内のクラスマップを特定
し、アクションをイネーブルにします。クラスマップを作成することと、検査ポリシーマップ内で
直接トラフィック照合を定義することの違いは、より複雑な一致基準を作成できる点と、クラス
マップを再使用できる点です。

– 一部のトラフィック照合コマンドでは、正規表現を指定してパケット内部のテキストを照合で
きます。 ポリシーマップを設定する前に、正規表現クラスマップ内で、正規表現を単独または
グループで作成およびテストしておいてください。

• パラメータ：パラメータは、インスペクション エンジンの動作に影響します。

（注）

policy-map type inspect esmtp _default_esmtp_map などのデフォルトの検査ポリシー マップがあり
ます。これらのデフォルト ポリシーマップは、inspect protocol コマンドで暗黙的に作成されます。た
とえば、inspect esmtp は暗黙的にポリシー マップ「_default_esmtp_map」を使用します。show
running-config all policy-map コマンドを使用すると、すべてのデフォルト ポリシー マップを表示で
きます。

検査ポリシーマップのアクションの定義
レイヤ 3/4 ポリシーマップでインスペクション エンジンをイネーブルにする場合は、検査ポリシー
マップで定義されるアクションを必要に応じてイネーブルにすることもできます。
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検査ポリシー マップを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1
ステップ 2

（任意）「検査クラスマップ内のトラフィックの特定」（P.20-10）の説明に従って、検査クラスマップを
作成します。または、ポリシーマップ内でトラフィックを直接特定できます。
検査ポリシーマップを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map type inspect application policy_map_name
hostname(config-pmap)#

検査ポリシーマップをサポートするアプリケーションのリストについては、「アプリケーション検査の
設定」（P.22-7）を参照してください。

policy_map_name 引数は、最大 40 文字のポリシーマップ名です。すべてのタイプのポリシー マップ
が同じネーム スペースを使用しているため、他のタイプのポリシー マップですでに使用されている名
前は再使用できません。CLI はポリシーマップ コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 3

一致トラフィックにアクションを適用するには、次の手順に従います。

a. 次のいずれかの方法を使用して、アクションを実行するトラフィックを指定します。
• 次のコマンドを入力して、「検査クラスマップ内のトラフィックの特定」（P.20-10）で作成し
た検査クラスマップを指定します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

すべてのアプリケーションが検査クラスマップをサポートするわけではありません。

• 第 22 章「アプリケーション層プロトコル検査の適用」でアプリケーションごとに説明されて
いる match コマンドのいずれかを使用して、ポリシー マップで直接トラフィックを指定しま
す。match not コマンドを使用すると、match not コマンドの基準に一致するどのトラフィッ
クにもアクションは適用されません。

b. 次のコマンドを入力して、一致したトラフィックに対して実行するアクションを指定します。
hostname(config-pmap-c)# {[drop | drop-connection | mask | reset] [log] | log}

それぞれのアプリケーションですべてのオプションを設定できるわけではありません。アプリケー
ションに固有の他のアクションも適用可能な場合があります。使用できる正確なオプションについ
ては、第 22 章「アプリケーション層プロトコル検査の適用」を参照してください。

drop キーワードを指定すると、一致するすべてのパケットをドロップします。
drop-connection キーワードを指定すると、パケットをドロップし、接続を閉じます。
mask キーワードを指定すると、パケットの一致部分をマスクします。
reset キーワードを指定すると、パケットをドロップして接続を閉じ、サーバとクライアントの両
方またはいずれかに TCP リセットを送信します。
log キーワードを指定すると、システム ログ メッセージを送信します。このキーワードは単独で、
または他のキーワードのいずれかと一緒に使用できます。

（注）

ポリシー マップでは、複数の class コマンドまたは match コマンドを指定できます。
パケットが複数の異なる match コマンドまたは class コマンドに一致する場合、FWSM がアクション
を適用する順序は、FWSM の内部ルールで決定されます。ポリシー マップに追加された順序ではあり
ません。内部ルールは、アプリケーション タイプ、およびパケット解析の論理進行によって決まり、
ユーザが設定できるものではありません。たとえば、HTTP トラフィックの場合、Request Method
フィールドの解析は Header Host Length フィールドの解析よりも先行します。Request Method フィー
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ルドのアクションは、Header Host Length フィールドのアクションよりも先に発生します。たとえば、
次の match コマンドは任意の順序で入力できますが、match request method get コマンドが最初に一
致します。
match request header host length gt 100
reset
match request method get
log

アクションがパケットをドロップすると、検査ポリシーマップではそれ以降のアクションは実行されま
せん。たとえば、最初のアクションが接続のリセットである場合、そのアクション以降は、いずれの
match コマンドまたは class コマンドにも一致しません。最初のアクションがパケットのロギングであ
る場合、接続のリセットなどの別のアクションは実行可能です。
（同じ match または class コマンドで、
reset（または drop-connection など）と log の両方のアクションを設定できます。この場合パケット
は、指定された照合でリセットされる前にログに記録されます）。
パケットが複数の同一 match コマンドまたは class コマンドに一致する場合は、ポリシー マップに出
現する順序で一致します。たとえば、ヘッダー長が 1001 のパケットの場合、次の最初のコマンドに一
致してログに記録され、その後、2 番めのコマンドに一致してリセットされます。2 つの match コマン
ドの順序を逆にすると、パケットはドロップされ、2 番めの match コマンドに一致する前に接続がリ
セットされます。ログに記録されることはありません。
match request header length gt 100
log
match request header length gt 1000
reset

あるクラス マップが、別のクラス マップ、またはクラス マップ内でプライオリティが最も低い match
コマンドに基づいた match コマンドと同じタイプであると判断されます（プライオリティは内部ルー
ルに基づく）。クラス マップのタイプが、他のクラス マップと同じプライオリティの最も低いタイプの
match コマンドである場合、クラス マップはポリシー マップに追加された順序に基づいて照合されま
す。各クラス マップのプライオリティの最も低いコマンドが異なる場合、プライオリティが高い
match コマンドを持つクラス マップが最初に照合されます。たとえば、次の 3 つのクラス マップには
2 つのタイプの match コマンドが含まれています。match content length（優先度が高い）と match
content type（優先度が低い）です。sip3 クラス マップには両方のコマンドが含まれていますが、最低
優先度コマンド match content type に応じてランク付けされます。sip1 クラス マップには最高優先度
のコマンドが含まれているため、ポリシー マップの順序に関係なく最初に一致します。sip3 クラス
マップは、同じく match content type コマンドを含む sip2 クラス マップと同じ優先度としてランク付
けされます。これらはポリシー マップの順序に従って、sip3、sip2 の順に一致します。
class-map inspect type sip match-all sip1
match content length gt 1000
class-map inspect type sip match-all sip2
match content type sdp
class-map inspect type sip match-all sip3
match content length gt 1000
match content type sdp
policy-map type inspect sip sip
class sip3
log
class sip2
log
class sip1
log

ステップ 4

検索エンジンに影響するパラメータを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap)# parameters

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

20-9

第 20 章

モジュラ ポリシー フレームワークの使用

アプリケーション検査の特別なアクションの設定（検査ポリシーマップ）

hostname(config-pmap-p)#

CLI は、パラメータ コンフィギュレーション モードを開始します。各アプリケーションで使用可能な
パラメータについては、第 22 章「アプリケーション層プロトコル検査の適用」を参照してください。

次に、HTTP 検査ポリシー マップおよび関連するクラス マップの例を示します。このポリシー マップ
は、レイヤ 3/4 ポリシー マップによってアクティブになり、サービス ポリシーによってイネーブルに
なります。
hostname(config)# regex url_example example\.com
hostname(config)# regex url_example2 example2\.com
hostname(config)# class-map type regex match-any URLs
hostname(config-cmap)# match regex url_example
hostname(config-cmap)# match regex url_example2
hostname(config-cmap)#
hostname(config-cmap)#
hostname(config-cmap)#
hostname(config-cmap)#

class-map type inspect http match-all http-traffic
match req-resp content-type mismatch
match request body length gt 1000
match not request uri regex class URLs

hostname(config-cmap)# policy-map type inspect http http-map1
hostname(config-pmap)# class http-traffic
hostname(config-pmap-c)# drop-connection log
hostname(config-pmap-c)# match req-resp content-type mismatch
hostname(config-pmap-c)# reset log
hostname(config-pmap-c)# parameters
hostname(config-pmap-p)# protocol-violation action log
hostname(config-pmap-p)# policy-map test
hostname(config-pmap)# class test (a Layer 3/4 class
hostname(config-pmap-c)# inspect http http-map1

map not shown)

hostname(config-pmap-c)# service-policy test interface outside

検査クラスマップ内のトラフィックの特定
このタイプのクラスマップを使用して、アプリケーション固有の基準と照合できます。たとえば、
HTTP トラフィックの場合、特定の URL と一致させることができます。

（注）

すべてのアプリケーションが検査クラスマップをサポートするわけではありません。サポートされてい
るアプリケーションのリストについては、CLI ヘルプを参照してください。
クラス マップは、（match-all クラス マップ内で）複数のトラフィック照合をグループ化するか、また
は（match-any クラス マップ内で）照合のリストのいずれかを照合できます。クラス マップを作成す
ることと、検査ポリシーでトラフィック照合を直接定義することとの相違は、クラス マップでは、複
数の match コマンドをグループ化でき、クラス マップを再使用できることです。このクラス マップで
指定するトラフィックの場合、検査ポリシー マップでアクション（接続のドロップ、リセット、ログ
への記録など）を指定できます。タイプの異なるトラフィックで異なるアクションを実行する場合は、
ポリシーマップで直接トラフィックを指定してください。
クラス マップ（レイヤ 3/4、検査、および正規表現）の最大数はシングル モードまたはマルチ モード
の各コンテキストで 255 です。この制限には、デフォルト クラス マップも含まれます。「デフォルト
クラス マップ」（P.20-4）を参照してください。
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検査クラス マップを定義する手順は、次のとおりです。
ステップ 1
ステップ 2

（任意）正規表現に基づいた照合を行う場合は、
「正規表現の作成」
（P.20-11）および「正規表現クラス
マップの作成」（P.20-14）を参照してください。
次のコマンドを入力して、クラスマップを作成します。
hostname(config)# class-map type inspect application [match-all] class_map_name
hostname(config-cmap)#

application は、検査対象のアプリケーションです。サポートされるアプリケーションのリストについ
ては、CLI ヘルプまたは第 22 章「アプリケーション層プロトコル検査の適用」を参照してください。
class_map_name 引数は、最大 40 文字のクラスマップ名です。
match-all キーワードはデフォルトです。トラフィックがクラスマップと一致するには、すべての基準
と一致する必要があることを指定します。

CLI がクラスマップ コンフィギュレーション モードに入り、1 つ以上の match コマンドを入力できま
す。
ステップ 3

（任意）クラスマップに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-cmap)# description string

ステップ 4

アプリケーションで使用可能な 1 つ以上の match コマンドを入力して、クラスに含めるトラフィック
を定義します。
クラスマップと照合しないトラフィックを指定するには、match not コマンドを使用します。たとえ
ば、match not コマンドで文字列「example.com」を指定すると、「example.com」が含まれるすべて
のトラフィックはクラスマップと照合されません。
各アプリケーションで使用可能な match コマンドについては、第 22 章「アプリケーション層プロトコ
ル検査の適用」を参照してください。

次に、すべての基準と一致する必要がある HTTP クラス マップを作成する例を示します。
hostname(config-cmap)#
hostname(config-cmap)#
hostname(config-cmap)#
hostname(config-cmap)#

class-map type inspect http match-all http-traffic
match req-resp content-type mismatch
match request body length gt 1000
match not request uri regex class URLs

正規表現の作成
正規表現は、ストリングそのものとしてテキスト ストリングと文字どおりに照合することも、
metacharacters を使用してテキスト ストリングの複数のバリアントと照合することもできます。正規
表現を使用して特定のアプリケーション トラフィックの内容と照合できます。たとえば、HTTP パ
ケット内部の URL 文字列と照合できます。

Ctrl キーを押した状態で V キーを押すと、CLI において、疑問符（?）やタブなどの特殊文字をすべて
エスケープできます。たとえば、設定で d?g を指定するには、d[Ctrl+V]g と入力します。
正規表現をパケットと照合する場合のパフォーマンスへの影響については、『Catalyst 6500 Series
Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference 』の regex コマン
ドを参照してください。
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（注）

最適化のために、FWSM では、難読化解除された URL が検索されます。難読化解除では、複数のス
ラッシュ（/）が単一のスラッシュに圧縮されます。「http://」などの、一般的に 2 つのスラッシュが使
用されるストリングでは、代わりに「http:/」を検索してください。
表 20-1 に、特別な意味を持つメタ文字の一覧を示します。
表 20-1

regex メタ文字

文字

説明

注記

.

ドット

任意の単一文字と一致します。たとえば、d.g は dog、
dag、dtg、doggonnit など、これらの文字が含まれてい
るすべての単語と一致します。

(exp)

サブ表現

サブ表現は、文字を周囲の文字から分離して、サブ表
現に他のメタ文字を使用できるようにします。たとえ
ば、d(o|a)g は dog および dag と一致しますが、do や
ag とは一致しません。また、サブ表現を繰り返し限定
作用素とともに使用して、繰り返す文字を区別できま
す。たとえば、ab(xy){3}z は、abxyxyxyz に一致しま
す。

|

代替

このメタ文字によって区切られている複数の表現のい
ずれかと一致します。たとえば、dog|cat は dog または
cat と一致します。

?

疑問符

直前の表現が 0 または 1 個存在することを示す修飾子。
たとえば、lo?se は lse または lose と一致します。
（注）

Ctrl+V を入力してから疑問符を入力しないと、
ヘルプ機能が呼び出されます。

*

アスタリスク

直前の表現が 0、1、または任意の個数存在することを
示す修飾子。たとえば、lo*se は、lse、lose、loose な
どに一致します。

+

プラス

直前の表現が少なくとも 1 個存在することを示す修飾
子。たとえば、lo+se は lose および loose と一致します
が、lse とは一致しません。

{x} また
は {x,}
[abc]

最小繰り返し限定作用素

少なくとも x 回繰り返します。たとえば、ab(xy){2,}z
は、abxyxyz や abxyxyxyz などに一致します。

文字クラス

カッコ内の任意の文字と一致します。たとえば、[abc]
は a、b、または c と一致します。

[^abc]

否定文字クラス

角カッコに含まれていない単一文字と一致します。た
とえば、[^abc] は a、b、または c 以外の任意の文字と
一致します。[^A-Z] は、大文字でない任意の単一文字
と一致します。

[a-c]

文字範囲クラス

範囲内の任意の文字と一致します。[a-z] は、任意の小
文字と一致します。文字と範囲を混合できます。
[abcq-z] は、a、b、c、q、r、s、t、u、v、w、x、y、z
と一致し、[a-cq-z] も同じです。
ダッシュ（-）文字は、角カッコ内の最後または最初の
文字である場合にだけリテラルになります（[abc-] ま
たは [-abc]）。
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表 20-1

regex メタ文字 （続き）

文字

説明

注記

""

引用符

文字列の末尾または先頭のスペースを保持します。た
とえば、" test" は、一致を検索する場合に先頭のス
ペースを保持します。

^

キャレット

行の先頭を指定します。

\

エスケープ文字

メタ文字とともに使用すると、リテラル文字と一致し
ます。たとえば、\[ は左の角カッコと一致します。

char

文字

文字がメタ文字でない場合は、リテラル文字と一致し
ます。

\r

復帰

復帰 0x0d と一致します。

\n

改行

改行 0x0a と一致します。

\t

タブ

タブ 0x09 と一致します。

\f

改ページ

フォーム フィード 0x0c と一致します。

\xNN

エスケープされた 16 進数

16 進数（厳密に 2 桁）を使用した ASCII 文字と一致し
ます。

\NNN

エスケープされた 8 進数

8 進数（厳密に 3 桁）としての ASCII 文字と一致しま
す。たとえば、文字 040 はスペースを表します。

正規表現をテストおよび作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

正規表現をテストして、一致するはずの対象と一致することを確認するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# test regex input_text regular_expression

input_text 引数は、正規表現を使用して照合する、長さが最大で 201 文字の文字列です。
regular_expression 引数の長さは、最大 100 文字です。
Ctrl+V を使用して、CLI の特殊文字をすべてエスケープします。たとえば、test regex コマンドの入
力文字にタブを指定するには、test regex "test[Ctrl+V Tab]" "test\t" と入力する必要があります。
正規表現が入力テキストと一致する場合は、次のメッセージが表示されます。
INFO: Regular expression match succeeded.

正規表現が入力テキストと一致しない場合は、次のメッセージが表示されます。
INFO: Regular expression match failed.

ステップ 2

テスト後に正規表現を追加するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# regex name regular_expression

name 引数の長さは、最大 40 文字です。
regular_expression 引数の長さは、最大 100 文字です。

次に、検査ポリシー マップで使用する 2 つの正規表現を作成する例を示します。
hostname(config)# regex url_example example\.com
hostname(config)# regex url_example2 example2\.com
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正規表現クラス マップの作成
正規表現クラスマップで、1 つ以上の正規表現を指定します。正規表現クラスマップを使用して、特定
のトラフィックの内容を照合できます。たとえば、HTTP パケット内の URL 文字列の照合が可能で
す。
クラス マップ（レイヤ 3/4、検査、および正規表現）の最大数はシングル モードまたはマルチ モード
の各コンテキストで 255 です。この制限には、デフォルト クラス マップも含まれます。「デフォルト
クラス マップ」（P.20-4）を参照してください。
正規表現クラス マップを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1
ステップ 2

「正規表現の作成」の項の説明に従って、正規表現を 1 つ以上作成します。
次のコマンドを入力して、クラスマップを作成します。
hostname(config)# class-map type regex match-any class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、最大 40 文字の文字列です。「class-default」という名前は予約されています。す
べてのタイプのクラスマップで同じ名前スペースが使用されるため、別のタイプのクラスマップですで
に使用されている名前は再度使用できません。
match-any キーワードにより、トラフィックが少なくとも 1 つの正規表現と一致する場合には、その
トラフィックがクラスマップと一致するように指定します。
CLI はクラスマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

（任意）次のコマンドを入力して、クラスマップの説明を追加します。
hostname(config-cmap)# description string

ステップ 4

正規表現ごとに次のコマンドを入力して、クラスマップに含める正規表現を指定します。
hostname(config-cmap)# match regex regex_name

次に、2 つの正規表現を作成し、これを正規表現クラス マップに追加する例を示します。トラフィック
に「example.com」または「example2.com」というストリングが含まれている場合、このトラフィッ
クはクラス マップと一致しています。
hostname(config)# regex url_example example\.com
hostname(config)# regex url_example2 example2\.com
hostname(config)# class-map type regex match-any URLs
hostname(config-cmap)# match regex url_example
hostname(config-cmap)# match regex url_example2

アクションの定義（レイヤ 3/4 ポリシーマップ）
この項では、レイヤ 3/4 ポリシーマップを作成して、アクションをレイヤ 3/4 クラスマップに関連付け
る方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「レイヤ 3/4 ポリシー マップの詳細」（P.20-15）
• 「デフォルトのレイヤ 3/4 ポリシー マップ」（P.20-18）
• 「レイヤ 3/4 ポリシー マップの追加」（P.20-18）
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レイヤ 3/4 ポリシー マップの詳細
ここでは、レイヤ 3/4 ポリシー マップの動作方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「ポリシー マップに関する注意事項」（P.20-15）
• 「機能の方向性」（P.20-15）
• 「ポリシー マップ内の一致機能に関する注意事項」（P.20-15）
• 「複数の機能アクションが適用される順序」（P.20-16）
• 「特定の機能アクションの非互換性」（P.20-17）
• 「複数のポリシー マップの一致機能に関する注意事項」（P.20-18）

ポリシー マップに関する注意事項
ポリシーマップを使用する場合は、次のガイドラインを参考にしてください。

• 各インターフェイスには、ポリシーマップを 1 つだけ割り当てることができます。（ただし、設定
では最大 64 のポリシーマップを作成できます）。
• 同一のポリシーマップを複数のインターフェイスに適用できます。
• 1 つのレイヤ 3/4 ポリシーマップで複数のレイヤ 3/4 クラスマップを指定できます。
• クラスマップごとに、1 つ以上の機能タイプから複数のアクションを割り当てることができます
（サポートされている場合）。「特定の機能アクションの非互換性」（P.20-17）を参照してください。

機能の方向性
アクションは、サービス ポリシーがインターフェイスに適用されているかグローバルに適用されてい
るかに応じて、双方向的または単一方向的にトラフィックに適用されます。サービス ポリシーがイン
ターフェイスに適用されている場合、すべての機能は双方向になります。トラフィックが双方向のクラ
ス マップと一致すると、ポリシー マップの適用先であるインターフェイスに発着するすべてのトラ
フィックが影響を受けます。グローバル ポリシーを使用する場合、すべての機能は単方向です。機能
が単一インターフェイスに適用されるときは通常双方向であっても、グローバルに適用されるときは各
インターフェイスの入力に対してのみ適用されます。ポリシーはすべてのインターフェイスに適用され
るため、ポリシーは双方向に適用され、この場合の双方向性は冗長になります。

ポリシー マップ内の一致機能に関する注意事項
ポリシー マップ内でパケットをクラス マップと一致させる方法の注意事項は、次のとおりです。

• パケットは、機能タイプごとにポリシー マップ内のクラス マップ 1 つのみと一致します。
• パケットが機能タイプのクラス マップと一致する場合、FWSM はその機能タイプについて後続の
クラス マップと照合しません。

• ただし、パケットが別の機能タイプの以降のクラス マップと一致すると、FWSM は以降のクラス
マップのアクションを適用します（サポートされている場合）。サポートされていない組み合わせ
の詳細については、「特定の機能アクションの非互換性」（P.20-17）を参照してください。
たとえば、パケットが接続制限についてのクラス マップと一致し、さらにアプリケーション検査につ
いてのクラス マップとも一致する場合は、両方のクラス マップ アクションが適用されます。
パケットがアプリケーション検査のクラス マップと一致し、アプリケーション検査を含む別のクラス
マップとも一致した場合、2 番めのクラス マップのアクションは適用されません。
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（注）

アプリケーション検査には複数の検査タイプが含まれ、上記の照合ガイドラインの観点では、各検査タ
イプはそれぞれ独立した機能となります。

複数の機能アクションが適用される順序
さまざまなタイプのアクションがポリシー マップ内で実行される順序は、アクションがポリシー マッ
プ内に出現する順序とは関係ありません。アクションは次の順序で実行されます。

1. TCP と UDP の接続設定、および TCP ステート バイパス
2. アプリケーション検査（複数タイプ）
トラフィック クラスが複数検査の対象として分類されるときに適用されるアプリケーション検査
の順序を次に示します。同じトラフィックに適用できる検査タイプは 1 つだけです。WAAS 検査
は例外です。同じトラフィックの他の検査と一緒に適用できるためです。詳細については、「特定
の機能アクションの非互換性」（P.20-17）を参照してください。

a. CTIQBE
b. DNS
c. FTP
d. GTP
e. H323
f. HTTP
g. ICMP
h. ICMP エラー
i. ILS
j. MGCP
k. NetBIOS
l. PPTP
m. Sun RPC
n. RSH
o. RTSP
p. SIP
q. Skinny
r. SMTP
s. SNMP
t. SQL*Net
u. TFTP
v. XDMCP
w. DCERPC
3. PISA 統合でのアプリケーション タイプの許可または拒否
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特定の機能アクションの非互換性
一部の機能は同じトラフィックに対して相互に互換性がありません。たとえば、同じトラフィック
セットに対して PISA 統合と検査は設定できません。また、ほとんどの検査は別の検査と組み合わせら
れないため、同じトラフィックに複数の検査を設定しても、FWSM は 1 つの検査だけを適用します。
この場合、適用される機能は、「複数の機能アクションが適用される順序」（P.20-16）で示されている
リストの中の高プライオリティ機能となります。
各機能の互換性については、その機能を扱っている章または項を参照してください。

（注）

match default-inspection-traffic コマンドは、デフォルトのグローバル ポリシーで使用されますが、
すべての検査のデフォルト ポートと一致する特別な CLI ショートカットです。ポリシーマップで使用
すると、このクラスマップでは、トラフィックの宛先ポートに基づいて、各パケットに正しい検査が適
用されます。たとえば、宛先がポート 69 の UDP トラフィックが FWSM に到達すると、FWSM は
TFTP 検査を適用し、宛先がポート 21 の TCP トラフィックが到着すると、FWSM は FTP 検査を適用
します。そのため、この場合に限って同じクラスマップに複数の検査を設定できます。通常、FWSM
は、ポート番号を使用して適用する検査を決定しないため、標準以外のポートなどにも柔軟に検査を適
用できます。
誤った設定例は、同じポリシーマップに複数の検査を設定しても、default-inspection-traffic ショート
カットを使用しないことです。例 20-1 では、ポート 21 宛てのトラフィックが、FTP 検査と HTTP 検
査の両方に誤って設定されています。例 20-2 では、ポート 80 宛てのトラフィックが、FTP 検査と
HTTP 検査の両方に誤って設定されています。どちらの誤った設定例の場合も、FTP 検査だけが適用
されています。これは、適用された検査の順序では、FTP が HTTP よりも先になるためです。
例 20-1

FTP パケットの誤設定（HTTP 検査も設定されている）

class-map ftp
match port tcp 21
class-map http
match port tcp 21
policy-map test
class ftp
inspect ftp
class http
inspect http

例 20-2

HTTP パケットの誤設定（FTP 検査も設定されている）

class-map ftp
match port tcp 80
class-map http
match port tcp 80
policy-map test
class http
inspect http
class ftp
inspect ftp
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アクションの定義（レイヤ 3/4 ポリシーマップ）

複数のポリシー マップの一致機能に関する注意事項
TCP および UDP トラフィック（およびステートフル ICMP 検査がイネーブルの場合は ICMP）の場
合、サービス ポリシーはトラフィック フローに対して作用し、個々のパケットに限定されません。ト
ラフィックが、1 つのインターフェイスのポリシーで定義されている機能に一致する既存の接続の一部
である場合、そのトラフィック フローを別のインターフェイスのポリシーにある同じ機能と照合する
ことはできません。最初のポリシーのみが使用されます。
たとえば、HTTP トラフィックが、HTTP トラフィックを検査する内部インターフェイスのポリシーと
一致するときに、HTTP 検査用の外部インターフェイスに別のポリシーがある場合、そのトラフィック
が外部インターフェイスの出力側でも検査されることはありません。同様に、その接続のリターン ト
ラフィックが外部インターフェイスの入力ポリシーによって検査されたり、内部インターフェイスの出
力ポリシーによって検査されたりすることもありません。
ステートフル ICMP 検査をイネーブルにしない場合の ICMP のように、フローとして扱われないトラ
フィックの場合は、リターン トラフィックを戻り側のインターフェイスの別のポリシーマップと照合
できます。たとえば、内部および外部インターフェイスで接続制限を設定し、内部ポリシーでは最大接
続数を 2000 に、外部ポリシーでは最大接続数を 3000 に設定した場合、ステートフルではない ping は
着信の場合よりも発信の場合により低いレベルで拒否される可能性があります。

デフォルトのレイヤ 3/4 ポリシー マップ
コンフィギュレーションには、デフォルト グローバル ポリシーで FWSM が使用する、デフォルトの
レイヤ 3/4 ポリシー マップが含まれています。これは global_policy と呼ばれ、デフォルトの検査トラ
フィックで検査を実行します。適用できるのは 1 つのグローバル ポリシーだけなので、グローバル ポ
リシーを変更する場合は、デフォルト ポリシーを再設定するか、またはデフォルト ポリシーをディ
セーブルにして新しいポリシーを適用する必要があります。
デフォルトのポリシー マップ コンフィギュレーションには、次のコマンドが含まれます。
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns maximum-length 512
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect skinny
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp

（注）

デフォルトのクラスマップで使用される特別な match default-inspection-traffic コマンドの詳細につ
いては、「特定の機能アクションの非互換性」（P.20-17）を参照してください。

レイヤ 3/4 ポリシー マップの追加
ポリシー マップの最大数は 64 です。レイヤ 3/4 ポリシー マップを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1
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次のコマンドを入力して、ポリシーマップを追加します。
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hostname(config)# policy-map policy_map_name

policy_map_name 引数は、最大 40 文字のポリシーマップ名です。すべてのタイプのポリシー マップ
が同じネーム スペースを使用しているため、他のタイプのポリシー マップですでに使用されている名
前は再使用できません。CLI はポリシーマップ コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 2

（任意）ポリシーマップの説明を指定します。
hostname(config-pmap)# description text

ステップ 3

次のコマンドを使用して、設定済みのレイヤ 3/4 クラスマップを指定します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name

class_map_name は、前に作成したクラスマップの名前です。クラスマップを追加するには、「トラ
フィックの識別（レイヤ 3/4 クラス マップ）」（P.20-4）を参照してください。
ステップ 4

このクラスマップに、1 つ以上のアクションを指定します。

• TCP および UDP の接続制限およびタイムアウト、TCP シーケンス番号のランダム化。「接続制限
とタイムアウトの設定」（P.21-1）を参照してください。
• TCP ステート バイパス。「TCP ステート バイパスの設定」（P.21-11）を参照してください。
• アプリケーション検査。第 22 章「アプリケーション層プロトコル検査の適用」を参照してくださ
い。

• PISA 統合を使用したアプリケーション タイプの許可または拒否：「PISA 統合でのアプリケーショ
ン タイプの許可または拒否」（P.21-4）を参照してください。

（注）

ステップ 5

クラスマップに match default_inspection_traffic コマンドがない場合、そのクラスに最
大 1 つの inspect コマンドを設定できます。

このポリシーマップに含めるクラスマップごとに、ステップ 3 とステップ 4 を繰り返します。

次に、接続ポリシーに対する policy-map コマンドの例を示します。この例では、Web サーバ 10.1.1.1
に許可される接続の数を制限しています。
hostname(config)# access-list http-server permit tcp any host 10.1.1.1
hostname(config)# class-map http-server
hostname(config-cmap)# match access-list http-server
hostname(config)# policy-map global-policy
hostname(config-pmap)# description This policy map defines a policy concerning connection
to http server.
hostname(config-pmap)# class http-server
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 256

次の例では、ポリシー マップでの複数一致の動作方法を示します。
hostname(config)# class-map inspection_default
hostname(config-cmap)# match default-inspection-traffic
hostname(config)# class-map http_traffic
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 80
hostname(config)# policy-map outside_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
hostname(config-pmap-c)# inspect http http_map
hostname(config-pmap-c)# inspect sip
hostname(config-pmap)# class http_traffic
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout tcp 0:10:0
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インターフェイスへのアクションの適用（サービス ポリシー）

次に、使用可能な最初のクラス マップとトラフィックが一致し、同じ機能ドメインのアクションを指
定する後続のいずれのクラス マップとも一致しない様子を示す例を示します。
hostname(config)# class-map telnet_traffic
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 23
hostname(config)# class-map ftp_traffic
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 21
hostname(config)# class-map tcp_traffic
hostname(config-cmap)# match port tcp range 1 65535
hostname(config)# class-map udp_traffic
hostname(config-cmap)# match port udp range 0 65535
hostname(config)# policy-map global_policy
hostname(config-pmap)# class telnet_traffic
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout tcp 0:0:0
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 100
hostname(config-pmap)# class ftp_traffic
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout tcp 0:5:0
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 50
hostname(config-pmap)# class tcp_traffic
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout tcp 2:0:0
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 2000

Telnet 接続が開始されると、class telnet_traffic と照合されます。同様に、FTP 接続が開始されると、
class ftp_traffic と照合されます。Telnet と FTP 以外の TCP 接続の場合は、class tcp_traffic と照合
されます。Telnet または FTP 接続が class tcp_traffic と一致するとしても、すでに他のクラスと一致
しているため、FWSM はこの照合を実行しません。

インターフェイスへのアクションの適用（サービス ポリ
シー）
レイヤ 3/4 ポリシーマップをアクティブにするには、1 つ以上のインターフェイスに適用するサービス
ポリシー、またはすべてのインターフェイスにグローバルに適用するサービス ポリシーを作成します。
特定の機能において、インターフェイスのサービス ポリシーは、グローバルなサービス ポリシーより
も優先されます。たとえば、FTP 検査を含むグローバル ポリシーと TCP 接続設定を含むインターフェ
イス ポリシーがある場合、FTP 検査と TCP 接続設定の両方がインターフェイスに適用されます。ただ
し、FTP 検査を行うグローバル ポリシーと、FTP 検査を行うインターフェイス ポリシーが設定されて
いる場合は、インターフェイス ポリシーの FTP 検査だけがインターフェイスに適用されます。

• ポリシーマップとインターフェイスを関連付けてサービス ポリシーを作成するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# service-policy policy_map_name interface interface_name

• 特定のポリシーを持たないすべてのインターフェイスに適用するサービス ポリシーを作成するに
は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# service-policy policy_map_name global

デフォルトで、コンフィギュレーションには、すべてのデフォルト アプリケーション検査トラ
フィックに一致するグローバル ポリシーが含まれており、トラフィックに対してグローバルに検
査が適用されます。適用できるグローバル ポリシーは 1 つのみです。このため、グローバル ポリ
シーを変更する場合は、デフォルトのポリシーを編集するか、ディセーブルにして新しいポリシー
を適用する必要があります。
デフォルト サービス ポリシーには、次のコマンドが含まれています。
service-policy global_policy global
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たとえば、次のコマンドは、外部インターフェイスで inbound_policy ポリシーマップをイネーブルに
します。
hostname(config)# service-policy inbound_policy interface outside

次に、デフォルトのグローバル ポリシーをディセーブルにして、他のすべての FWSM インターフェイ
スで新しい new_global_policy グローバル ポリシーをイネーブルにする例を示します。
hostname(config)# no service-policy global_policy global
hostname(config)# service-policy new_global_policy global

モジュラ ポリシー フレームワークの例
ここでは、モジュラ ポリシー フレームワークの例について説明します。内容は次のとおりです。

• 「HTTP トラフィックへの検査のグローバルな適用」（P.20-21）
• 「特定のサーバへの HTTP トラフィックに対する検査と接続制限値の適用」（P.20-22）
• 「NAT による HTTP トラフィックへの検査の適用」（P.20-22）

HTTP トラフィックへの検査のグローバルな適用
この例（図 20-1）では、任意のインターフェイスを通過して FWSM に入るすべての HTTP 接続
（ポート 80 の TCP トラフィック）が HTTP 検査対象として分類されます。
グローバル HTTP 検査

ᬌᩏ

FWSM
ࡐ࠻ 80

A
ࡎࠬ࠻ A

ౝㇱ

ࡐ࠻ 80 ᬌᩏ
ᄖㇱ

ࡎࠬ࠻ B

143413

図 20-1

この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# class-map http_traffic
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 80
hostname(config)# policy-map http_traffic_policy
hostname(config-pmap)# class http_traffic
hostname(config-pmap-c)# inspect http
hostname(config)# service-policy http_traffic_policy global
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特定のサーバへの HTTP トラフィックに対する検査と接続制限値の適用
この例（図 20-2）では、外部インターフェイスを通過して FWSM に入るサーバ A 宛ての HTTP 接続
（ポート 80 の TCP トラフィック）が HTTP 検査および最大接続数制限値の対象として分類されます。
内部インターフェイスを通じて FWSM に入るサーバ B 宛てのすべての HTTP 接続は、HTTP 検査対象
として分類されます。
特定のサーバに対する HTTP 検査と接続制限値

FWSM ࡐ࠻ 80

ᬌᩏߪ
ធ⛯ࠍ⸳ቯߔࠆ

ࡎࠬ࠻ A
10.1.1.1
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ࡎࠬ࠻ B
192.168.1.1

ࡐ࠻ 80
ᬌᩏ ౝㇱ

ᄖㇱ

ࠨࡃ B
10.1.1.2

132872

図 20-2

この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# access-list serverA extended permit tcp any host 192.168.1.1 eq 80
hostname(config)# access-list ServerB extended permit tcp any host 10.1.1.2 eq 80
hostname(config)# class-map http_serverA
hostname(config-cmap)# match access-list serverA
hostname(config)# class-map http_serverB
hostname(config-cmap)# match access-list serverB
hostname(config)# policy-map policy_serverA
hostname(config-pmap)# class http_serverA
hostname(config-pmap-c)# inspect http http_map_serverA
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 100
hostname(config)# policy-map policy_serverB
hostname(config-pmap)# class http_serverB
hostname(config-pmap-c)# inspect http http_map_serverB
hostname(config)# service-policy policy_serverB interface inside
hostname(config)# service-policy policy_serverA interface outside

NAT による HTTP トラフィックへの検査の適用
この例では、内部ネットワーク上のホストに、実 IP アドレス 10.1.1.1 と、外部ネットワークで使用さ
れるマップされた IP アドレス 209.165.200.225 があります（図 20-3 を参照）。ポリシーは、実際のア
ドレスを使用する内部インターフェイスに適用されるため、クラスマップのアクセス リストでは、実
際の IP アドレスを使用する必要があります。ポリシーを外部インターフェイスに適用する場合、マッ
プされたアドレスを使用してください。
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図 20-3

NAT を使用した HTTP 検査
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FWSM

この例について、次のコマンドを参照してください。
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.200.225 10.1.1.1
hostname(config)# access-list http_client extended permit tcp host 10.1.1.1 any eq 80
hostname(config)# class-map http_client
hostname(config-cmap)# match access-list http_client
hostname(config)# policy-map http_client
hostname(config-pmap)# class http_client
hostname(config-pmap-c)# inspect http
hostname(config)# service-policy http_client interface inside
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拡張接続機能の設定
この章では、接続機能をカスタマイズする手順について説明します。内容は次のとおりです。

• 「接続制限とタイムアウトの設定」（P.21-1）
• 「PISA 統合でのアプリケーション タイプの許可または拒否」（P.21-4）
• 「TCP ステート バイパスの設定」（P.21-11）
• 「TCP 正規化のディセーブル化」（P.21-14）
• 「IP スプーフィングの回避」（P.21-14）
• 「フラグメント サイズの設定」（P.21-15）
• 「不正な接続のブロック」（P.21-15）

接続制限とタイムアウトの設定
ここでは、TCP および UDP の最大接続数、最大接続レート、接続タイムアウトを設定し、TCP シー
ケンスのランダム化をディセーブルにする方法について説明します。

TCP 接続ごとに ISN を 2 つずつ使用します。1 つはクライアントが作成し、もう 1 つはサーバが作成
します。FWSM は、着信方向と発信方向の両方で通過する TCP SYN の ISN をランダム化します。
保護対象のホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続に使用される次の ISN を
予測して新しいセッションをハイジャックするのを阻止します。

TCP 初期シーケンス番号のランダム化は、必要に応じてディセーブルにできます。次に例を示します。
• 別の直列接続されたファイアウォールでも初期シーケンス番号がランダム化され、トラフィックに
影響することはないものの、両方のファイアウォールでこの動作を実行する必要がない場合。

• FWSM で eBGP マルチホップを使用しており、eBGP ピアで MD5 を使用している場合。ランダム
化すると、MD5 チェックサムが破損します。
• FWSM で接続のシーケンス番号をランダム化しないようにする必要がある WAAS デバイスを使用
する場合。

（注）

TCP シーケンス番号のランダム化手法が実装されているため、xlate-bypass コマンドを使用する Xlate
バイパスをイネーブルにする場合（「Xlate バイパスの設定」（P.16-20）を参照）、TCP シーケンスのラ
ンダム化をディセーブルにすることは制御接続だけで有効で、データ接続では無効です。データ接続に
対して TCP シーケンスは継続してランダム化されます。

NAT コンフィギュレーションで最大接続数および TCP シーケンス ランダム化を設定することもできま
す。両方の方法を使用して同じトラフィックにこれらの設定を行う場合は、FWSM は低い方の制限を
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使用します。TCP シーケンスのランダム化がいずれかの方法を使用してディセーブルになっている場
合、FWSM は TCP シーケンスのランダム化をディセーブルにします。

NAT では、DoS 攻撃を防ぐ TCP 代行受信をトリガーする、初期接続制限も設定できます。接続制限、
TCP シーケンスのランダム化、および初期接続制限を設定する場合は、第 16 章「ネットワーク アドレ
ス変換（NAT）の設定」を参照してください。
接続制限とタイムアウトを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

トラフィックを特定するには、class-map コマンドを使用してクラス マップを追加します。詳細につ
いては、「トラフィックの識別（レイヤ 3/4 クラス マップ）」（P.20-4）を参照してください。
たとえば、次のコマンドを使用してすべてのトラフィックを照合できます。
hostname(config)# class-map CONNS
hostname(config-cmap)# match any

特定のトラフィックを照合する場合は、次のようにアクセス リストを照合できます。
hostname(config)# access list CONNS extended permit ip any 10.1.1.1 255.255.255.255
hostname(config)# class-map CONNS
hostname(config-cmap)# match access-list CONNS

（注）

ステップ 2

3.x では、set connection コマンドをアクセス リスト（match access-list）に使用した場合に、
接続設定が Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）ごとに適用されて
いましたが、4.0 では、接続設定がアクセス リスト全体に適用されるようになりました。

クラス マップ トラフィックで行うアクションを設定するポリシー マップを追加または編集するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map name
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name はステップ 1 で追加したクラス マップです。
次に例を示します。
hostname(config)# policy-map CONNS
hostname(config-pmap)# class CONNS
hostname(config-pmap-c)#

ステップ 3

最大接続制限、接続レート制限、または TCP シーケンスのランダム化をイネーブルにするかどうかを
設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# set connection {[conn-max n] [conn-rate-limit n]
[random-sequence-number {enable | disable}]}

conn-max n 引数には、同時 TCP 接続または同時 UDP 接続（あるいはこの両方）の許容最大数を 0 ～
65535 の範囲内で設定します。デフォルト値は 0 です。この場合は、接続数に制限はありません。
conn-rate-limit n 引数には、秒当たりの TCP 接続または UDP 接続（あるいはこの両方）の最大数を 0
～ 65535 の範囲内で設定します。デフォルト値は 0 です。この場合は、接続レートに制限はありませ
ん。

random-sequence-number {enable | disable} キーワードで、TCP シーケンス番号のランダム化をイ
ネーブルまたはディセーブルにします。
このコマンドを 1 行ですべて入力することも（順序は任意）、各属性を別々のコマンドとして入力する
こともできます。FWSM は、コマンドを実行コンフィギュレーション内で 1 行に結合します。
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ステップ 4

TCP 初期接続（ハーフオープン）または TCP ハーフクローズ接続のタイムアウトを設定するには、次
のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout {[embryonic hh:mm:ss] [half-closed
hh:mm:ss]}

embryonic hh:mm:ss キーワード には、TCP 初期（ハーフオープン）接続が閉じられるまでのタイム
アウト期間を 0:0:1 ～ 0:4:15 の間で設定します。デフォルトは 0:0:20 です。この値を 0 に設定するこ
ともでき、この場合は接続がタイムアウトしないことを意味します。
half-closed hh:mm:ss キーワードには、アイドル タイムアウトを 0:0:1 ～ 0:4:15 の間で設定します。デ
フォルトは 0:0:20 です。この値を 0 に設定することもでき、この場合は接続がタイムアウトしないこ
とを意味します。FWSM は、ハーフクローズ接続を切断する場合にリセットを送信しません。
このコマンドを 1 行ですべて入力することも（順序は任意）、各属性を別々のコマンドとして入力する
こともできます。コマンドは実行コンフィギュレーションで 1 行に結合されます。

（注）

ステップ 5

このコマンドは、インスペクション エンジンにより作成されるセカンダリ接続には影響を与え
ません。たとえば、set connection timeout コマンドを使用する SQL*Net、FTP データ フロー
などのセカンダリ フローの接続設定は変更できません。これらの接続については、global
timeout conn コマンドを使用して、アイドル時間を変更します。timeout conn コマンドは、
該当トラフィックに set connection timeout コマンドを使用しない限り、すべてのトラフィッ
ク フローに影響を与えるので注意してください。

すべてのプロトコルのアイドル接続のタイムアウトを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout idle hh:mm:0

idle hh:mm:0 引数には、確立されたプロトコル接続が閉じられるまでのアイドル時間を 0:5:0 ～
1092:15:0 の間で設定します。デフォルト値は 0:60:0 です。値を 0 に設定することもできます。これ
は、接続がタイムアウトになることはないことを意味します。

（注）

このコマンドでは、秒に設定した値は無視されます。指定できるのは、時間と分だけです。そ
のため、秒は 0 に設定してください。

set connection timeout コマンドで tcp キーワードが idle キーワードに置換されましたが、tcp
コマンド（TCP 接続限定）が設定に含まれている場合、このコマンドはまだ受け付けられま
す。idle コマンドと tcp コマンドが両方ともポリシーに含まれている場合は、TCP トラフィッ
クが明示的に指定されているアクセス リストとクラス マップが一致している場合にかぎり、

TCP トラフィックに関して tcp コマンドが優先されます。詳細については、『Catalyst 6500
Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』の
set connection timeout コマンドの説明を参照してください。
このコマンドは、インスペクション エンジンにより作成されるセカンダリ接続には影響を与え
ません。たとえば、set connection timeout コマンドを使用する SQL*Net、FTP データ フロー
などのセカンダリ フローの接続設定は変更できません。これらの接続については、global
timeout conn コマンドを使用して、アイドル時間を変更します。timeout conn コマンドは、
該当トラフィックに set connection timeout コマンドを使用しない限り、すべてのトラフィッ
ク フローに影響を与えるので注意してください。
ステップ 6

1 つ以上のインターフェイスでポリシーマップをアクティブにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# service-policy policymap_name {global | interface interface_name}
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policy_map_name は、ステップ 2 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合は、global キーワードを使用します。ポリシー マップ
を特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合は、interface interface_name オプション
を使用します。interface_name は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
グローバル ポリシーは 1 つしか適用できません。インターフェイスのグローバル ポリシーは、そのイ
ンターフェイスにサービス ポリシーを適用することで上書きできます。各インターフェイスに適用で
きるポリシー マップは 1 つだけです。

次の例では、10.1.1.1 へのトラフィックに対して TCP 接続と UDP 接続の最大数を 5000、秒当たりの
最大接続数を 500、最長初期接続タイムアウトを 40 秒、ハーフクローズ タイムアウトを 20 分、アイ
ドル タイムアウトを 2 時間に設定します。
hostname(config)# access-list CONNS permit ip any host 10.1.1.1
hostname(config)# class-map conns
hostname(config-cmap)# match access-list CONNS
hostname(config-cmap)# policy-map conns
hostname(config-pmap)# class conns
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 5000 conn-rate-limit 500
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout embryonic 0:0:40 half-closed 0:20:0
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout idle 2:0:0
hostname(config-pmap-c)# service-policy conns interface outside

複数のパラメータを指定して set connection コマンドを入力することも、各パラメータを個別のコマン
ドとして入力することもできます。FWSM は、実行コンフィギュレーションでコマンドを 1 つの行に
まとめます。たとえば、次の 2 つのコマンドをクラス コンフィギュレーション モードで入力したとし
ます。
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout embryonic 0:0:40
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout half-closed 0:20:0

show running-config policy-map コマンドの出力には、2 つのコマンドの結果が 1 つにまとめられた
コマンドで表示されます。
set connection timeout embryonic 0:0:40 half-closed 0:20:0

PISA 統合でのアプリケーション タイプの許可または拒否
（注）

この機能は Cisco IOS Release 12.2(18)ZYA 以降に依存しており、Catalyst 6500 スイッチでだけ使用で
きます。
スイッチのスーパーバイザ上で Programmable Intelligent Services Accelerator（PISA; プログラマブル
インテリジェント サービス アクセラレータ）を使用すると、ディープ パケット検査を実行して特定フ
ローのアプリケーション タイプを迅速に判別できます。この判別は、標準ポートがトラフィックに使
用されていない場合でも実行できます。FWSM では、PISA カードの高性能ディープ パケット検査を
利用して、アプリケーション タイプに基づいてトラフィックを許可または拒否することができます。
コントロール プレーン パスを通過する FWSM の検査機能とは異なり、PISA でタグ付けされたトラ
フィックは FWSM アクセラレーション パスを通過できます。FWSM と PISA の統合には、PISA が導
入されたアップストリーム スイッチを複数設定しなくても、単一の FWSM にセキュリティ設定を統合
できるという別の利点もあります。
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クリティカル アプリケーション タイプ用に帯域幅を確保する場合は、特定タイプのアプリケーション
トラフィックを拒否することができます。たとえば、peer-to-peer（P2P; ピアツーピア）アプリケー
ションが他のクリティカル アプリケーションに影響を与えている場合に、P2P アプリケーションの使
用を拒否できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「PISA 統合の概要」（P.21-5）
• 「PISA トラフィックを拒否するように FWSM を設定」（P.21-6）
• 「PISA と FWSM の統合用のスイッチの設定」（P.21-7）
• 「PISA 接続のモニタリング」（P.21-10）

PISA 統合の概要
ここでは、PISA と FWSM との連携方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「PISA 統合の注意事項と制限事項」（P.21-5）
• 「GRE によるタギング」（P.21-5）
• 「フェールオーバー サポート」（P.21-6）

PISA 統合の注意事項と制限事項
PISA 統合に適用される注意事項と制限事項は次のとおりです。
• PISA と FWSM は同じスイッチ シャーシに配置できません。ただし、必要な場合は、FWSM の
アップストリームとダウンストリームで複数の PISA を使用できます。
• FWSM へのパケットにタグを付ける必要があるため（セクション「GRE によるタギング」を参
照）、FWSM に送出されるトラフィックに関して PISA のパフォーマンスにわずかな影響がありま
す。

• FWSM のサービス ポリシーによって UDP パケットが拒否された場合に、対応するセッションが
すぐに解除されません。代わりに、タイムアウトを設定し、その間に該当するセッションに到達し
たパケットを廃棄できます。

• FWSM と PISA 間で使用される特殊な GRE キーをエンド ユーザ アプリケーションで利用できま
す。この場合、PISA は syslog メッセージを生成し、これらのパケットを廃棄します。
• PISA では、アプリケーション タイプを判別するのに複数のパケットが必要となります。このた
め、PISA タギングが開始される前に、FWSM でセッションの確立が開始されます。PISA タギン
グが開始された時点で FWSM セキュリティ ポリシーが適用されるため、フローの拒否がポリシー
に含まれている場合は、セッションを完了できません。

• フラグメント化されたパケットの場合、PISA は最初のフラグメントにタグを付け、FWSM はその
パケットを組み立て直してから、最初のフラグメントに含まれているカプセルに基づいてそのパ
ケットを処理します。
「PISA の制限事項」（P.21-8）も参照してください。

GRE によるタギング
PISA は、特定のトラフィック フローで使用されているアプリケーションを判別すると、GRE を使用
してすべてのパケットをカプセル化し、そのアプリケーション タイプを FWSM に報告するためのタグ
を挿入します。また、内部 / 元の IP ヘッダーとほとんど同じ外部 IP ヘッダー（レイヤ 4 プロトコルで
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GRE が示されている点が異なる）も追加されます。元のレイヤ 2 ヘッダーはそのまま維持されます。
これにより、パケットが変更された場合でも、元のルーティング / スイッチング パスが保持されます。
GRE カプセル化では、32 バイト（外部 IP ヘッダー用の 20 バイトと GRE ヘッダー用の 12 バイト）が
別途追加されます。
FWSM は、パケットを受信し、情報に従って処理を実行したあと、そのパケットから GRE カプセル化
を解除します。
トラフィックが存在する VLAN に対して、PISA カプセル化に基づいてトラフィックを拒否するよう
に FWSM を設定した場合は、PISA ですべてのトラフィック（拒否対象として指定されていないトラ
フィックを含む）がカプセル化されます。

GRE カプセル化を実行すると、パケットのサイズが少し拡張されるため、「より長いパケット長に対応
するためのスイッチ上の MTU の変更」（P.21-8）に従って PISA と FWSM 間の MTU を大きくする必
要があります。

GRE カプセル化では、FWSM に送出されるトラフィックに関して PISA のパフォーマンスにわずかな
影響があります。

フェールオーバー サポート
PISA のフェールオーバーと FWSM のフェールオーバーの間に相互関係はありません。FWSM に対し
てステートフル フェールオーバーを実施している場合は、フェールオーバー間でセッション情報が維
持されます。

PISA トラフィックを拒否するように FWSM を設定
PISA タギングを使用して拒否するトラフィックを特定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

アプリケーション タイプに基づいて拒否するトラフィックを特定するには、class-map コマンドを使
用してクラス マップを追加します。詳細については、「トラフィックの識別（レイヤ 3/4 クラス マッ
プ）」（P.20-4）を参照してください。
たとえば、次のようにアクセス リストを照合できます。
hostname(config)# access list BAD_APPS extended permit any 10.1.1.1 255.255.255.255
hostname(config)# class-map denied_apps
hostname(config-cmap)# match access-list BAD_APPS

ステップ 2

クラス マップ トラフィックで行うアクションを設定するポリシー マップを追加または編集するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map name
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name はステップ 1 で追加したクラス マップです。
次に例を示します。
hostname(config)# policy-map denied_apps_policy
hostname(config-pmap)# class denied_apps
hostname(config-pmap-c)#

ステップ 3

許可または拒否するアプリケーションを決定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# deny {all | protocol}
hostname(config-pmap-c)# permit protocol
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protocol 引数はプロトコル名またはプロトコル番号になります。サポートされているプロトコル名を確
認するには、permit ? または deny ? コマンドを使用します。
permit 文と deny 文を結合すると、拒否するトラフィックを絞り込むことができます。1 つ以上の
deny 文を入力する必要があります。末尾に暗黙拒否が配置されるアクセス リストとは異なり、PISA
アクションでは末尾に暗黙許可が配置されます。
たとえば、Skype、eDonkey、および Yahoo を除くすべてのトラフィックを許可するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# deny skype
hostname(config-pmap-c)# deny yahoo
hostname(config-pmap-c)# deny eDonkey

次に、Kazaa と eDonkey を除くすべてのトラフィックを拒否する例を示します。
hostname(config-pmap-c)# deny all
hostname(config-pmap-c)# permit kazaa
hostname(config-pmap-c)# permit eDonkey

（注）

permit コマンドと deny コマンドを含むクラス マップには、inspect コマンドを含めることが
できません。

ステップ 4

1 つまたは複数のインターフェイス上でポリシー マップを有効にするには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# service-policy policymap_name {global | interface interface_name}

ここで、global はポリシー マップをすべてのインターフェイスに適用し、interface は 1 つのインター
フェイスに適用します。グローバル ポリシーは 1 つしか適用できません。インターフェイスのグロー
バル ポリシーは、そのインターフェイスにサービス ポリシーを適用することで上書きできます。各イ
ンターフェイスに適用できるポリシー マップは 1 つだけです。

次に、PISA 統合の設定例を示します。
hostname(config)# access-list BAD_APPS extended permit 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.1.0
255.255.255.0
hostname(config)# class-map denied_apps
hostname(config-cmap)# description "Apps to be blocked"
hostname(config-cmap)# match access-list BAD_APPS
hostname(config-cmap)# policy-map denied_apps_policy
hostname(config-pmap)# class denied_apps
hostname(config-pmap-c)# deny skype
hostname(config-pmap-c)# deny yahoo
hostname(config-pmap-c)# deny eDonkey
hostname(config-pmap-c)# service-policy denied_apps_policy inside

PISA と FWSM の統合用のスイッチの設定
ここでは、PISA と FWSM の統合用のスイッチを設定する手順について説明します。内容は次のとお
りです。

• 「PISA の制限事項」（P.21-8）
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• 「より長いパケット長に対応するためのスイッチ上の MTU の変更」（P.21-8）
• 「PISA での分類の設定」（P.21-8）
• 「PISA でのタギングの設定」（P.21-9）
• 「PISA 統合に対応したスイッチ設定の例」（P.21-10）

PISA の制限事項
PISA に適用される制限事項は次のとおりです。
• Network Based Application Recognition（NBAR）はレイヤ 3 EtherChannel 上で動作しません。
レイヤ 2 EtherChannel がサポートされています。
• PISA 上の RP では、プロトコル タギングがサポートされていません。このため、RP から FWSM
へのパケットにはタグが付けられません。

• NBAR 実装では、IPv6 がサポートされていません。このため、プロトコル検出とプロトコル タギ
ングは IPv4 にしか適用されません。NBAR によって課せられたこの制限に加えて、基本的な
PISA インフラストラクチャでも IPv6 パケットのアクセラレーションがサポートされていません。
• 現在、レイヤ 2 ポート（トランクなど）上で PISA アクセラレートされた VLAN 用の L2 PISA 実
装では、アクセラレートされたレイヤ 2 ポートを通過する VLAN 用の Switch Virtual Interface
（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）が稼動状態にならない（管理停止状態になる）という警告
が出されています。

• 複数 VLAN アクセス ポートはサポートされていません。
「PISA 統合の注意事項と制限事項」（P.21-5）も参照してください。

より長いパケット長に対応するためのスイッチ上の MTU の変更
GRE カプセル化を実行する場合は、PISA と FWSM 間で使用される VLAN の MTU サイズを拡張する
必要があります。GRE カプセル化では、32 バイト（外部 IP ヘッダー用の 20 バイトと GRE ヘッダー
用の 12 バイト）が別途追加されます。
• ルーテッド スイッチ ポートまたはレイヤ 3 インターフェイス（SVI）の MTU を変更するには、次
のコマンドを入力します。
Router(config-if)# mtu mtu_size

SVI の場合、mtu_size は 64 ～ 9216 バイトになります。ルーテッド スイッチ ポートの場合、
mtu_size は 1500 ～ 9216 バイトになります。デフォルトの MTU サイズは 1500 バイトです。
• レイヤ 2 ポートのグローバル LAN ポート MTU サイズを設定するには、次のコマンドを入力しま
す。
Router(config)# system jumbomtu mtu_size

mtu_size には、1500 ～ 9216 バイトを指定できます。デフォルトのサイズは 9216 バイトです。

PISA での分類の設定
• レイヤ 2 スイッチ ポート（物理ポート上に設定されたアクセス、トランク、または EtherChannel）
またはレイヤ 3 インターフェイス（SVI、ルーテッド ポート、またはサブインターフェイス）で分
類をイネーブルにするには、次のコマンドをインターフェイス コンフィギュレーション モードで
入力します。
Router(config-if)# ip nbar protocol-discovery
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• レイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスでプロトコル検出統計を表示するには、次のコマンドを
入力します。
Router# show ip nbar protocol-discovery interface ifname

PISA でのタギングの設定
プロトコル検出をイネーブルにしたら、次に示された各コマンドを入力して出力パケット タギングを
イネーブルにします。

（注）

分類とタギングは同一のポートでイネーブルにする必要があります。たとえば、アクセス ポートで分
類をイネーブルにしてトランク ポートでタギングをイネーブルにすることはできません。

• スイッチ ポート（アクセス ポート）またはレイヤ 3 インターフェイス（SVI、ルーテッド ポート、
またはサブインターフェイス）でタギングをイネーブルにするには、次のコマンドをインターフェ
イス コンフィギュレーション モードで入力します。
Router(config-if)# ip nbar protocol-tagging

• トランク ポートでタギングをイネーブルにするには、次のコマンドをインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで入力します。
Router(config-if)# ip nbar protocol-tagging [vlan-list vlan-list]

vlan-list vlan-list 引数には、タグ付けする VLAN のリストを指定します。指定しないと、アク
ティブな VLAN がすべてタグ付けされます。
次の各コマンドは、PISA でのタギングのモニタに役立ちます。

• タギング設定情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
Router# show ip nbar protocol-tagging {key | interface ifname | summary}

key キーワードは、タギングに使用される GRE キーを示します。
interface ifname 引数は、インターフェイスでタギングがイネーブルになっているかどうかを示し
ます。

summary キーワードは、タギングがイネーブルになっているすべてのインターフェイスを示しま
す。

• プロトコル名から ID へのマッピングを表示するには、次のコマンドを入力します。
Router# show ip nbar protocol-id [protocol_name]

protocol_name を入力すると、マッピングされた ID が表示されます。省略した場合は、プロトコ
ル名と ID の完全なリストが表示されます。
• PISA でタグ付けされたパケットの数を表示するには、次のコマンドを入力します。
Router# show platform pisa np tx counters

次に例を示します。
Router# show platform pisa np tx counters
TX Statistics(ME1)
-----------------Errors: 0
……
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TX NBAR Protocol tagged pkt:

9869

PISA 統合に対応したスイッチ設定の例
例 21-1

レイヤ 3 モード（インターフェイスベース、ルーテッド ポート /SVI）

Router(config)# interface vlan 100
Router(config-if)# ip nbar protocol-discovery
! enables discovery
Router(config-if)# ip nbar protocol-tagging
! enables tagging
Router(config-if)# mtu 9216
! Allows packet sizes up to 9216 bytes without fragmenting

例 21-2

レイヤ 2 モード（インターフェイスベース、アップリンク ポートでのプロトコル検出）

Router(config)# interface gigabitethernet 6/1
Router(config-if)# ip nbar protocol-discovery
! Classification
Router(config-if)# ip nbar protocol-tagging vlan-list 100
! Tagging
Router(config-if)# mtu 9216
! Allow packet size up to 9216 bytes without fragmenting
Router(config)# system jumbomtu 9216
! Set global LAN port MTU to 9216 bytes

PISA 接続のモニタリング
ここでは、次の内容について説明します。

• 「廃棄された接続に関する Syslog メッセージ」（P.21-10）
• 「FWSM での PISA 接続の表示」（P.21-10）

廃棄された接続に関する Syslog メッセージ
PISA 接続が拒否された時点で Syslog メッセージ 302014（TCP の場合）および 302016（UDP の場
合）が表示されます。次に例を示します。
%FWSM-6-302014: Teardown TCP connection 144547133155839947 for inside:10.1.1.12/33407 to
outside:209.165.201.10/21 duration 0:00:00 bytes 160 PISA denied protocol

FWSM での PISA 接続の表示
PISA からの接続をモニタするには、show conn コマンドを使用します。PISA でタグ付けされた接続
が「p」フラグ付きの出力に一覧表示されます。次に、show conn コマンドの出力例を示します。
hostname# show conn
2 in use, 3 most used
Network Processor 1 connections
TCP out 10.1.1.10:21 in 209.165.201.12:33406 idle 0:00:04 Bytes 1668 FLAGS - UOIp
Network Processor 2 connections
UDP out 10.1.1.255:137 in 10.1.1.11:137 idle 0:00:48 Bytes 288 FLAGS Multicast sessions:
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Network Processor 1 connections
Network Processor 2 connections
IPv6 connections:
...

TCP ステート バイパスの設定
ここでは、TCP ステート バイパスを設定する手順について説明します。内容は次のとおりです。

• 「TCP ステート バイパスの概要」（P.21-11）
• 「TCP ステート バイパスのイネーブル化」（P.21-13）

TCP ステート バイパスの概要
ここでは、TCP ステート バイパスの使用方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「別々の FWSM を通過する発信フローと着信フローの許可」（P.21-11）
• 「サポートされていない機能」（P.21-12）
• 「NAT との互換性」（P.21-12）
• 「接続タイムアウト」（P.21-13）

別々の FWSM を通過する発信フローと着信フローの許可
デフォルトで、FWSM を通過するすべてのトラフィックは、適応型セキュリティ アルゴリズムを使用
して検査され、セキュリティ ポリシーに基づいて許可またはドロップされます。FWSM では、ファイ
アウォールの性能を最大限に活用するために、各パケットのステートをチェックし（新規の接続か確立
済みの接続かを調べる）、セッション管理パス（新規の接続の SYN パケット）、アクセラレーション パ
ス（確立済みの接続）、またはコントロール プレーン パス（拡張検査）のいずれかに割り当てます。ス
テートフル ファイアウォールの詳細については、「ステートフル インスペクションの概要」（P.1-8）を
参照してください。
アクセラレーション パス内の既存の接続に一致した TCP パケットは、セキュリティ ポリシーのすべて
の面の再チェックを行わないで FWSM を通過できます。この機能によって、パフォーマンスが最大に
なります。ただし、SYN パケットを使用してアクセラレーション パスでセッションを確立する方法と
アクセラレーション パスで実施されるチェック（TCP シーケンス番号など）は、非対称ルーティング
ソリューションの障害となることがあります。接続の発信フローと着信フローはいずれも同じ FWSM
を通過する必要があります。
たとえば、ある新しい接続が FWSM 1 に開始されるとします。SYN パケットはセッション管理パスを
通過し、接続のエントリがアクセラレーション パス テーブルに追加されます。この接続の後続のパ
ケットが FWSM 1 を通過する場合、これらのパケットはアクセラレーション パス テーブル内のエント
リと照合され、一致した場合に通過できます。ただし、セッション管理パスを通過した SYN パケット
が含まれていない FWSM 2 に後続のパケットが向かった場合、この接続のエントリがアクセラレー
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ション パス テーブル内に存在しないため、これらのパケットはドロップされます。図 21-1 は非対称
ルーティングの例を示したもので、アウトバウンド トラフィックはインバウンド トラフィックとは異
なる FWSM を通過しています。
図 21-1

非対称ルーティング

ISP A

ISP B

FWSM 1

FWSM 2

࠲ࡦ ࠻ࡈࠖ࠶ࠢ
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200119
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アップストリーム ルータに非対称ルーティングが設定されており、トラフィックが 2 つの FWSM を通
過することがある場合は、特定のトラフィックに対して TCP ステート バイパスを設定できます。TCP
ステート バイパスにより、アクセラレーション パスでのセッションの確立方法が変更され、アクセラ
レーション パス チェックがディセーブルになります。この機能では、UDP 接続の処理と同様の方法で
TCP トラフィックが処理されます。指定されたネットワークと一致した非 SYN パケットが FWSM に
入った時点でアクセラレーション パス エントリが存在しない場合、アクセラレーション パスで接続を
確立するために、そのパケットはセッション管理パスを通過します。一度アクセラレーション パスに
入ったトラフィックでは、アクセラレーション パス チェックが回避されます。

サポートされていない機能
TCP ステート バイパスを使用する場合、次の機能はサポートされません。
• アプリケーション検査：アプリケーション検査では、着信および発信トラフィックの両方が同じ
FWSM を通過する必要があるため、TCP ステート バイパスではアプリケーション検査はサポート
されません。

• AAA 認証セッション：ユーザがある FWSM で認証される場合、他の FWSM 経由で戻るトラ
フィックは、その FWSM でユーザが認証されていないため、拒否されます。

NAT との互換性
変換セッションは各 FWSM に個別に確立されるため、TCP ステート バイパス トラフィックの両方の
FWSM にスタティック NAT を設定する必要があります。ダイナミック NAT を使用する場合、FWSM
1 でセッションに選択されるアドレスは、FWSM 2 でセッションに選択されるアドレスとは異なりま
す。
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接続タイムアウト
特定の接続に 2 分間トラフィックがない場合、接続はタイムアウトします。このデフォルトは、set
connection timeout tcp コマンドを使用して上書きできます。通常の TCP 接続は、デフォルトで 60 分
後にタイムアウトします。

TCP ステート バイパスのイネーブル化
TCP ステート バイパスをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

ステートフル ファイアウォール検査をディセーブルにするトラフィックを特定するには、class-map
コマンドを使用してクラス マップを追加します。詳細については、「トラフィックの識別（レイヤ 3/4
クラス マップ）」（P.20-4）を参照してください。
たとえば、次のようにアクセス リストを照合できます。
hostname(config)# access list bypass extended permit tcp any 10.1.1.1 255.255.255.255
hostname(config)# class-map bypass_traffic
hostname(config-cmap)# match access-list bypass

ステップ 2

クラス マップ トラフィックで行うアクションを設定するポリシー マップを追加または編集するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map name
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name はステップ 1 で追加したクラス マップです。
次に例を示します。
hostname(config)# policy-map tcp_bypass_policy
hostname(config-pmap)# class bypass_traffic
hostname(config-pmap-c)#

ステップ 3

TCP ステート バイパスをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# set connection advanced-options tcp-state-bypass

ステップ 4

1 つまたは複数のインターフェイス上でポリシー マップを有効にするには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# service-policy policymap_name {global | interface interface_name}

ここで、global はポリシー マップをすべてのインターフェイスに適用し、interface は 1 つのインター
フェイスに適用します。グローバル ポリシーは 1 つしか適用できません。インターフェイスのグロー
バル ポリシーは、そのインターフェイスにサービス ポリシーを適用することで上書きできます。各イ
ンターフェイスに適用できるポリシー マップは 1 つだけです。

（注）

show conn コマンドを使用した場合、TCP ステート バイパスを使用する接続にはフラグ「b」が表示
されます。

次に、TCP ステート バイパスのコンフィギュレーション例を示します。
hostname(config)# access-list tcp_bypass extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.0
10.2.1.0 255.255.255.0
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hostname(config)# class-map tcp_bypass
hostname(config-cmap)# description "TCP traffic that bypasses stateful firewall"
hostname(config-cmap)# match access-list tcp_bypass
hostname(config-cmap)# policy-map tcp_bypass_policy
hostname(config-pmap)# class tcp_bypass
hostname(config-pmap-c)# set connection advanced-options tcp-state-bypass
hostname(config-pmap-c)# service-policy tcp_bypass_policy outside

TCP 正規化のディセーブル化
レイヤ 7 検査を必要とするパケットや管理トラフィックなどのコントロール プレーン パスを通過する
トラフィックの場合、FWSM は TCP 接続のキューに挿入できる不連続パケットの最大数を 2 に設定し
ます。ユーザはこの値を設定できません。PIX プラットフォームと ASA プラットフォームでサポート
されている他の TCP 正規化機能は FWSM に対してイネーブルになっていません。FWSM に限定され
た TCP 正規化のサポートをディセーブルにするには、no control-point tcp-normalizer コマンドを使
用します。

IP スプーフィングの回避
Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF; ユニキャスト RPF）をインターフェイス上でイネーブルにす
ることができます。ユニキャスト RPF は、ルーティング テーブルに従ってすべてのパケットの送信元
IP アドレスが正しい送信元インターフェイスに一致することを確認して、IP スプーフィング（パケッ
トで不正な送信元 IP アドレスを使用して実際の送信元を伏せる行為）に対処します。
通常、FWSM はパケットの転送先を決定するときに宛先アドレスだけを参照します。ユニキャスト
RPF は、FWSM に送信元アドレスも参照するように指示します。そのため、Reverse Path Forwarding
と呼ばれています。FWSM を通過できるようにするトラフィックについて、FWSM のルーティング
テーブルに、送信元アドレスに戻るルートを含める必要があります。詳細については、RFC 2267 を参
照してください。
たとえば、外部トラフィックの場合、FWSM はデフォルト ルートを使用してユニキャスト RPF 保護を
実現します。トラフィックが外部インターフェイスから入り、送信元アドレスがルーティング テーブ
ルに認識されていない場合、FWSM はデフォルト ルートを使用してその外部インターフェイスを送信
元インターフェイスとして正しく特定します。
ルーティング テーブルに認識されているものの、内部インターフェイスに関連付けられているアドレ
スからトラフィックが外部インターフェイスに入った場合、FWSM はパケットをドロップします。ま
た、不明な送信元アドレスからトラフィックが内部インターフェイスに入った場合、一致するルート
（デフォルト ルート）が外部インターフェイスを示しているため、FWSM はパケットをドロップしま
す。
ユニキャスト RPF は、次のように実行されます。

• ICMP パケットにはセッションがないため、各パケットがチェックされます。
• UDP および TCP にはセッションがあるため、初期パケットには逆ルート検索が必要です。この
セッション中に到着する以降のパケットは、セッションの一部として維持されている既存の状態を
使用してチェックされます。非初期パケットは、初期パケットが使用したのと同じインターフェイ
ス上に到着したことを確認するためにチェックされます。

Unicast RPF をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
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hostname(config)# ip verify reverse-path interface interface_name

フラグメント サイズの設定
デフォルトでは、FWSM は、IP パケット当たりのフラグメントを 24 個まで許可し、リアセンブリを
待機するフラグメントを 200 個まで許可します。NFS over UDP など、アプリケーションが日常的にパ
ケットをフラグメント化する場合は、ネットワークでフラグメント化を許可する必要があります。ただ
し、トラフィックをフラグメント化するアプリケーションがない場合は、フラグメントが FWSM を通
過できないようにすることをお勧めします。フラグメント化されたパケットは、DoS 攻撃によく使わ
れます。フラグメントの禁止を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# fragment chain 1 [interface_name]

特定のインターフェイスでフラグメント化を禁止する場合は、インターフェイス名を入力します。デ
フォルトでは、このコマンドはすべてのインターフェイスに適用されます。

不正な接続のブロック
ホストがネットワークを攻撃しようとしていることがわかっている（たとえば、システム ログ メッ
セージに攻撃が表示されている）場合は、送信元 IP アドレスとその他の識別パラメータに基づいて接
続をブロック（または排除）できます。排除を無効にするまで、新しい接続は作成できません。

（注）

トラフィックをモニタする IPS がある場合、IPS は自動的に接続を排除します。
接続を手動で排除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

必要に応じて、次のコマンドを入力し、接続に関する情報を表示します。
hostname# show conn

FWSM は、各接続に関する情報を次のように表示します。
TCP out 64.101.68.161:4300 in 10.86.194.60:23 idle 0:00:00 bytes 1297 flags UIO

ステップ 2

この送信元 IP アドレスからの接続を排除するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# shun src_ip [dst_ip src_port dest_port [protocol]] [vlan vlan_id]

このコマンドは既存の接続を廃棄するだけでなく、後続の接続をブロックします。デフォルトでは、プ
ロトコルは IP を表す 0 です。
マルチ コンテキスト モードでは、このコマンドは管理コンテキストで入力できます。また、他のコン
テキストのインターフェイスに割り当てられている VLAN ID を指定することで、他のコンテキストの
接続を排除できます。
ステップ 3

排除を無効にするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no shun src_ip [vlan vlan_id]
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アプリケーション層プロトコル検査の適用
この章では、アプリケーション層プロトコル検査を設定する方法について説明します。インスペクショ
ン エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込むサービスや、ダイナ
ミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要です。これらのプロト
コルでは、FWSM でアクセラレーション パス経由でパケットを転送する代わりに、ディープ パケット
「ステートフル インスペ
検査を実行する必要があります（アクセラレーション パスの詳細については、
クションの概要」（P.1-8）を参照してください）。そのため、インスペクション エンジンがスループッ
ト全体に影響を与えることがあります。

FWSM では、デフォルトでいくつかの一般的なインスペクション エンジンがイネーブルになっていま
すが、ネットワークによっては他のインスペクション エンジンをイネーブルにしなければならない場
合があります。この章では、次の内容について説明します。

• 「インスペクション エンジンの概要」（P.22-2）
– 「アプリケーション プロトコル検査を使用するタイミング」（P.22-2）
– 「インスペクション エンジンの機能」（P.22-2）
– 「検査の制限事項」（P.22-3）
– 「デフォルトの検査ポリシー」（P.22-4）
• 「アプリケーション検査の設定」（P.22-7）
• 「CTIQBE 検査」（P.22-10）
• 「DCERPC 検査」（P.22-16）
• 「DNS 検査」（P.22-18）
• 「ESMTP 検査」（P.22-27）
• 「FTP 検査」（P.22-31）
• 「GTP 検査」（P.22-36）
• 「H.323 検査」（P.22-49）
• 「HTTP 検査」（P.22-61）
• 「ICMP 検査」（P.22-66）
• 「ILS 検査」（P.22-66）
• 「MGCP 検査」（P.22-66）
• 「NetBIOS 検査」（P.22-74）
• 「PPTP 検査」（P.22-74）
• 「RSH 検査」（P.22-74）
• 「RTSP 検査」（P.22-74）
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• 「SIP 検査」（P.22-77）
• 「Skinny（SCCP）検査」（P.22-91）
• 「SMTP および拡張 SMTP 検査」（P.22-97）
• 「SNMP 検査」（P.22-100）
• 「SQL*Net 検査」（P.22-102）
• 「Sun RPC 検査」（P.22-102）
• 「TFTP 検査」（P.22-107）
• 「XDMCP 検査」（P.22-107）

インスペクション エンジンの概要
ここでは、次の内容について説明します。

• 「アプリケーション プロトコル検査を使用するタイミング」（P.22-2）
• 「検査の制限事項」（P.22-3）
• 「デフォルトの検査ポリシー」（P.22-4）

アプリケーション プロトコル検査を使用するタイミング
ユーザが接続を確立すると、FWSM ではパケットをアクセス リストと照合し、アドレス変換を作成
し、アクセラレーション パスのセッションに対するエントリを作成します。これにより、それ以降の
パケットは時間のかかる検証をバイパスできます。ただし、アクセラレーション パスは予測可能な
ポート番号に依存し、パケット内でアドレス変換は実行されません。
多くのプロトコルは、セカンダリの TCP ポートまたは UDP ポートを開きます。well-known ポートで
の初期セッションは、ダイナミックに割り当てられるポート番号のネゴシエーションに使用されます。
パケットに IP アドレスを埋め込むアプリケーションもあります。この IP アドレスは送信元アドレスと
一致する必要があり、通常、FWSM を通過するときに変換されます。
これらのアプリケーションを使用する場合は、アプリケーション検査をイネーブルにする必要がありま
す。

IP アドレスを埋め込むサービスに対してアプリケーション検査をイネーブルにすると、FWSM は埋め
込まれたアドレスを変換し、チェックサムや変換の影響を受けたその他のフィールドを更新します。
ダイナミックに割り当てられたポートを使用するサービスに対してアプリケーション検査をイネーブル
にすると、FWSM はセッションをモニタしてダイナミックに割り当てられたポートを特定し、所定の
セッションの間、それらのポートでのデータ交換を許可します。

インスペクション エンジンの機能
図 22-2 に示されているように、FWSM は基本動作に 3 種類のデータベースを使用します。

• アクセス リスト：特定のネットワーク、ホスト、およびサービス（TCP/UDP ポート番号）に基づ
く接続の認証と認可のために使用されます。

• 検査：事前定義済みの一連のスタティックなアプリケーションレベルの検査機能を含みます。
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• 接続（XLATE および CONN テーブル）：確立済みの各接続についての状態および他の情報を保持
します。この情報は、確立済みのセッション内でトラフィックを効率的に転送するため、アダプ
ティブ セキュリティ アルゴリズムおよびカットスルー プロキシによって使用されます。
図 22-1

インスペクション エンジンの機能
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ASA
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図 22-2 では、動作にはその発生順に番号が付けられており、次でその動作について説明します。

1. TCP SYN パケットが FWSM に到着して、新しい接続を確立します。
2. FWSM はアクセス リスト データベースをチェックして、接続が許可されるかどうかを判定しま
す。

3. FWSM は接続データベース（XLATE および CONN テーブル）に新しいエントリを作成します。
4. FWSM は検査データベースをチェックして、接続にアプリケーションレベルの検査が必要かどう
かを判定します。

5. アプリケーション インスペクション エンジンがパケットに必要な処理を完了した後、FWSM はパ
ケットを宛先システムに転送します。

6. 宛先システムは初期要求に応答します。
7. FWSM は応答パケットを受信し、接続データベースで接続を検索して、確立済みのセッションに
属しているのでパケットを転送します。

FWSM のデフォルト コンフィギュレーションには、サポートされるプロトコルを特定の TCP または
UDP ポート番号と関連付けて、必要とされる特殊な処理を識別する、一連のアプリケーション検査エ
ントリが含まれます。

検査の制限事項
アプリケーション プロトコル検査には、次の制限事項があります。

• 検査が必要なマルチメディア セッションのステート情報は、ステートフル フェールオーバーのス
テート リンク経由では渡されません。GTP は例外で、ステート リンクで複製されます。
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• 一部のインスペクション エンジンは、PAT、NAT、外部 NAT、または同一セキュリティ インター
フェイス間の NAT をサポートしません。NAT サポートの詳細については、「デフォルトの検査ポ
リシー」を参照してください。

• 検査されているトラフィックに PAT を設定すると、FWSM は、実ポート番号ではなく、変換され
たポート番号でアプリケーション検査を実行します。
変換されたポート番号を持つトラフィックに検査を適用するサービス ポリシーは、変換された
ポート番号を使用して、トラフィックを識別するクラス マップを使用する必要があります。たと
えば、PAT を実行してポート 2727 とポート 2427 をポート 1400 に変換する場合、well-known
ポート 2427 とポート 2727 ではなく、ポート 1400 に送信されたトラフィックと一致するよう
Media Gateway Control Protocol（MGCP; メディア ゲートウェイ制御プロトコル）を設定する必
要があります。

• FWSM で TCP フローに対してアプリケーション検査をイネーブルにしている場合（特に、VoIP
などのプロトコルのアプリケーション検査の場合）、TCP 送信側は TCP 受信側によってアドバタ
イズされた Maximum Segment Size（MSS; 最大セグメント サイズ）に基づいて TCP パケットを
セグメント化します。FWSM では、TCP セグメントをリアセンブリし、検査を実行し、TCP 受信
側によってアドバタイズされた MSS ではなく、インターフェイスの Maximum Transmission Unit
（MTU; 最大伝送ユニット）に基づいて TCP 受信側にパケットを送信します。
たとえば、2 つの SIP エンドポイント（Polycomm テレビ会議装置）で 536 バイトの MSS がアド
バタイズされるとします。この接続は FWSM でプロキシされ、一方のビデオ装置から 3 つのパ
ケットにセグメント化された 761 バイトの H.245 セットアップ メッセージが送信されます。
FWSM では、これらの 3 つのセグメントをリアセンブリし、単一の 761 データ バイト パケットと
してエンドポイントに送信します。536 バイトの MSS を受け入れて、必要に応じてメッセージを
リアセンブリすることはありません。
この制限事項を考慮するには、FWSM で次の処理を行う必要があります。

– TCP 受信側で MSS のサイズを大きくします。
– FWSM インターフェイスで MTU のサイズを小さくします。
– 可能な場合にだけ、高度なプロトコル検査をディセーブルにします。
• アプリケーション検査がプロトコルに対してイネーブルになっており、検査対象のアプリケーショ
ン プロトコルと同じポートが別のアプリケーションで利用されている場合、FWSM はそのアプリ
ケーション プロトコルの検査時に予測不能な動作（パケット損失など）を示すことがあります。
この状況が発生したら、そのアプリケーション プロトコルに対するインスペクション エンジンを
ディセーブルにしてください。

デフォルトの検査ポリシー
デフォルトでは、すべてのデフォルト アプリケーション検査トラフィックに一致するポリシーがコン
フィギュレーションに含まれ、すべての検査がすべてのインターフェイスのトラフィックに適用されま
す（グローバル ポリシー）。デフォルト アプリケーション検査トラフィックには、各プロトコルのデ
フォルト ポートへのトラフィックが含まれます。適用できるグローバル ポリシーは 1 つだけです。し
たがって、グローバル ポリシーを変更して、検査を非標準ポートに適用したり、デフォルトでイネー
ブルになっていない検査を追加したりする場合は、デフォルトのポリシーを編集するか、それをディ
セーブルにして新しいポリシーを適用する必要があります。
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表 22-1 にサポートされているすべての検査、デフォルトのクラスマップで使用されるデフォルトの
ポート、およびデフォルトでオンになっているインスペクション エンジン（太字）を示します。この
表には、NAT に関する制限事項も含まれています。
表 22-1

サポートされているアプリケーション インスペクション エンジン

アプリケーショ
ン1

デフォルト
ポート

CTIQBE

標準2

コメント

TCP/2748

NAT の制限事項
—

—

—

DCERPC

TCP/135

—

—

クライアントに対して EPM のマップ
および検索操作がサポートされていま
す。

DNS over UDP

UDP/53

NAT だけ転送します。

RFC 1123

PTR レコードは変更されません。

NAT サポートは、WINS 経由
の名前解決では使用できませ
ん。

デフォルトの最大パケット長は 512 バ
イトです。

ESMTP

TCP/25

—

FTP

TCP/21

—

GTP

UDP/3386
(V0)
UDP/2123
(V1)

NAT または PAT はサポートさ —
れません。

H.323

TCP/1720
同じセキュリティ インター
ITU-T H.323、 デフォルトでは、RAS 検査と H.225 検
UDP/1718 フェイス上の NAT はサポート H.245、H225.0、 査の両方がイネーブルです。
UDP (RAS) されません。
Q.931、Q.932
1718-1719
スタティック PAT はサポート

RFC 821、1123
RFC 959

—
デフォルトの FTP 検査は、RFC 規格へ
の準拠を強制しません。強制するには、
strict キーワードを指定して inspect
ftp コマンドを設定します。
特別なライセンスが必要です。

されません。

HTTP

TCP/80

—

RFC 2616

ActiveX と Java を除去する場合の
MTU 制限に注意してください。MTU
が小さすぎて Java タグまたは ActiveX
タグを 1 つのパケットに納められない
場合は、除去の処理は行われません。

ICMP

—

—

—

すべての ICMP トラフィックがデフォ
ルトのクラス マップで照合されます。

ICMP ERROR

—

—

—

すべての ICMP トラフィックがデフォ
ルトのクラス マップで照合されます。

ILS (LDAP)

TCP/389

PAT はサポートされません。
UDP/2427、 —
2727

—

—

RFC 2705bis-05

—

NetBIOS
Datagram
Service / UDP

UDP/138

—

—

NetBIOS Name
Service / UDP

UDP/137

—

WINS はサポートしません。

MGCP

NAT は使用できません。
PAT はサポートされません。
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表 22-1

サポートされているアプリケーション インスペクション エンジン （続き）

アプリケーショ
ン1

デフォルト
ポート

PPTP

標準2

コメント

TCP/1723

NAT の制限事項
—

RFC 2637

—

RSH

TCP/514

PAT はサポートされません。

Berkeley UNIX

—

RTSP

TCP/554

外部 NAT はサポートされませ
ん。

SIP

TCP/5060
UDP/5060

RFC 2326、
2327、1889
外部 NAT はサポートされませ RFC 3261

HTTP クローキングは処理しません。
—

ん。
同じセキュリティ インター
フェイス上の NAT はサポート
されません。

SKINNY

TCP/2000

（SCCP）

外部 NAT はサポートされませ
ん。

—

一定の条件下で、Cisco IP Phone 設定
をアップロード済みの TFTP は処理し
ません。

RFC 821、1123

—

同じセキュリティ インター
フェイス上の NAT はサポート
されません。

SMTP

TCP/25

SNMP

UDP/161、 NAT または PAT はサポートさ RFC 1155、
162
れません。
1157、1212、
1213、1215
TCP/1521
—
—

v.2 RFC 1902 ～ 1908、v.3 RFC 2570
～ 2580

UDP/111
TCP/111

—

デフォルトのクラス マップには、UDP
ポート 111 が含まれます。TCP ポート
111 に対して Sun RPC 検査をイネーブ
ルにする場合は、TCP ポート 111 に対
応する新しいクラス マップを作成し、
ポリシーにクラスを追加して、そのク
ラスに inspect sunrpc コマンドを適用
する必要があります。

SQL*Net
SunRPC

—

PAT はサポートされません。
ペイロードは NAT 処理しませ
ん。

v.1 および v.2

TFTP

TCP/69
UDP/69

ペイロードは NAT 処理しませ
ん。

RFC 1530

—

WAAS

TCP

—

—

TCP オプション 33 解析をイネーブル
にします。

XDCMP

UDP/177

NAT または PAT はサポートさ —
れません。

—

1. デフォルト ポートに対してデフォルトでイネーブルになっているインスペクション エンジンは太字で表記されています。
2. FWSM は、これらの標準に準拠していますが、検査対象のパケットには準拠を強制しません。たとえば、各 FTP コマンドは特定の順序で
ある必要がありますが、FWSM によってその順序を強制されることはありません。

デフォルト ポリシー コンフィギュレーションには、次のコマンドが含まれます。
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns maximum-length 512
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
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inspect netbios
inspect rsh
inspect skinny
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
service-policy global_policy global

アプリケーション検査の設定
この機能では、モジュラ ポリシー フレームワークが使用されます。そのため、アプリケーション検査
の実装は次のように行います。

1. トラフィックを識別します。
2. トラフィックに検査を適用します。
アプリケーションによっては、検査をイネーブルにすると特別なアクションを実行できるものがあ
ります。

3. インターフェイス上で検査をアクティブ化します。
モジュラ ポリシー フレームワークの詳細については、第 20 章「モジュラ ポリシー フレームワークの
使用」を参照してください。
一部のアプリケーションでは、デフォルトで検査がイネーブルになっています。詳細については、「デ
フォルトの検査ポリシー」（P.22-4）を参照してください。この項を参照して検査ポリシーを変更して
ください。
アプリケーション検査を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

検査を適用するトラフィックを識別するには、レイヤ 3/4 クラス マップを追加します。詳細について
は、「トラフィックの識別（レイヤ 3/4 クラス マップ）」（P.20-4）を参照してください。
通過トラフィックのデフォルトのレイヤ 3/4 クラスマップの名前は「inspection_default」です。この
クラスマップは、特殊な match コマンド（match default-inspection-traffic）を使用して、トラ
フィックを各アプリケーション プロトコルのデフォルト ポートと照合します。

match access-list コマンドを match default-inspection-traffic コマンドとともに指定すると、照合す
るトラフィックを特定の IP アドレスに絞り込むことができます。match default-inspection-traffic コ
マンドには一致するポートを指定するため、アクセス リストのポートは無視されます。
非標準ポートと照合する場合は、非標準ポート用の新しいクラス マップを作成する必要があります。
「デフォルトの検査ポリシー」
（P.22-4）を参照
各インスペクション エンジンの標準ポートについては、
してください。必要に応じて同じポリシー内に複数のクラスマップを組み合わせることができるため、
照合するトラフィックに応じたクラスマップを作成することができます。ただし、トラフィックが検査
コマンドを含む 2 つのクラス マップに一致した場合、最初に一致したクラスだけが使用されます。た
とえば、SNMP では inspection_default クラスを照合します。SNMP 検査をイネーブルにするには、ス
テップ 5 に従って、デフォルト クラスの SNMP 検査をイネーブルにします。SNMP を照合する他のク
ラスを追加しないでください。
たとえば、デフォルトのクラスマップを使用して、検査を 10.1.1.0 から 192.168.1.0 へのトラフィック
に限定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list inspect extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0
192.168.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# class-map inspection_default
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hostname(config-cmap)# match access-list inspect

次のコマンドを使用して、クラスマップ全体を表示します。
hostname(config-cmap)# show running-config class-map inspection_default
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
match access-list inspect
!

ポート 21 とポート 1056（標準以外のポート）の FTP トラフィックを検査するには、それらのポート
を指定するアクセス リストを作成し、新しいクラスマップに割り当てます。
hostname(config)# access-list ftp_inspect extended permit tcp any any eq 21
hostname(config)# access-list ftp_inspect extended permit tcp any any eq 1056
hostname(config)# class-map new_inspection
hostname(config-cmap)# match access-list ftp_inspect

ステップ 2

（任意）一部のインスペクション エンジンでは、トラフィックに検査を適用するときの追加パラメータ
を制御できます。次の項を参照して、使用しているアプリケーション用に検査ポリシー マップまたは
アプリケーション マップを設定します。検査ポリシー マップおよびアプリケーション マップでは、両
方ともインスペクション エンジンをカスタマイズできます。検査ポリシー マップでは、policy-map
type inspect などのモジュラ ポリシー フレームワークのコマンドを使用します。アプリケーション
マップでは、protocol-map の形式のコマンドを使用します。

• DCERPC：「検査制御を拡張するための DCERPC 検査ポリシー マップの設定」（P.22-17）を参照
してください。

• ESMTP：「検査制御を追加するための ESMTP 検査ポリシーマップの設定」（P.22-27）を参照して
ください。

• FTP：「request-command deny コマンド」（P.22-32）を参照してください。
• GTP：「GTP マップおよびコマンド」（P.22-37）を参照してください。
• H.323：「H.225 マップ コマンド」（P.22-52）を参照してください。
• HTTP：「検査制御を追加するための HTTP 検査ポリシーマップの設定」（P.22-62）を参照してく
ださい。

• MGCP：「MGCP 検査の設定およびイネーブル化」（P.22-69）を参照してください。
• SIP：「検査制御を追加するための SIP 検査ポリシーマップの設定」（P.22-79）を参照してくださ
い。

• SNMP：「SNMP アプリケーション検査のイネーブル化および設定」（P.22-100）を参照してくださ
い。
ステップ 3

クラスマップ トラフィックで実行するアクションを設定するレイヤ 3/4 ポリシーマップを追加または
編集するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map name
hostname(config-pmap)#

デフォルトのポリシーマップの名前は「global_policy」です。このポリシーマップには、「デフォルト
の検査ポリシー」（P.22-4）で示されているデフォルトの検査が含まれています。デフォルトのポリ
シーを変更する場合（検査を追加または削除する場合や、追加のクラスマップを特定してアクションを
割り当てる場合など）は、global_policy を名前として入力します。
ステップ 4

アクションを割り当てるステップ 1 のクラスマップを特定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#
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デフォルトのポリシーマップを編集する場合、デフォルトのポリシーマップには inspection_default ク
ラスマップが含まれています。このクラスのアクションを編集する場合は、inspection_default を名前
として入力します。このポリシーマップに別のクラスマップを追加する場合は、異なる名前を指定して
ください。必要に応じて同じポリシー内に複数のクラスマップを組み合わせることができるため、照合
するトラフィックに応じたクラスマップを作成することができます。ただし、トラフィックが検査コマ
ンドを含む 2 つのクラス マップに一致した場合、最初に一致したクラスだけが使用されます。たとえ
ば、SNMP では inspection_default クラスマップを照合します。SNMP 検査をイネーブルにするには、
ステップ 5 に従って、デフォルト クラスの SNMP 検査をイネーブルにします。SNMP を照合する他の
クラスを追加しないでください。
ステップ 5

次のコマンドを入力して、アプリケーション検査をイネーブルにします。
hostname(config-pmap-c)# inspect protocol

表 22-2 に、protocol の値を示します。
表 22-2

protocol のキーワード

キーワード

注記

ctiqbe

—

dcerpc [policy_map_name]

dns [map_name]
esmtp [policy_map_name]

ftp [strict [map_name]]

「検査制御を拡張するための DCERPC 検査ポリシー マップ
の設定」
（P.22-17）に従って DCERPC 検査ポリシーマップ
を追加した場合は、このコマンドでマップ名を特定します。

—
「検査制御を追加するための ESMTP 検査ポリシーマップの
設定」（P.22-27）に従って ESMTP 検査ポリシーマップを
追加した場合は、このコマンドでマップ名を特定します。

strict キーワードを使用すると、Web ブラウザが FTP 要求
に組み込まれたコマンドを送信することを防止でき、保護
ネットワークのセキュリティを向上させます。詳細につい
ては、「strict オプションの使用方法」（P.22-31）を参照し
てください。
「request-command deny コマンド」（P.22-32）に従って
FTP アプリケーション マップを追加した場合、このコマン
ドでマップ名を指定します。

gtp [map_name]

「GTP マップおよびコマンド」（P.22-37）に従って GTP ア
プリケーション マップを追加した場合、このコマンドで
マップ名を指定します。

h323 h225 [map_name]

「H.225 マップ コマンド」（P.22-52）に従って H.225 アプ
リケーション マップを追加した場合、このコマンドでマッ
プ名を指定します。

h323 ras [map_name]
http [policy_map_name]

—
「検査制御を追加するための HTTP 検査ポリシーマップの
設定」（P.22-62）に従って HTTP 検査ポリシーマップを追
加した場合は、このコマンドでマップ名を指定します。

icmp

—

icmp error

—

ils

—
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表 22-2

protocol のキーワード （続き）

キーワード

mgcp [map_name]

「MGCP 検査の設定およびイネーブル化」（P.22-69）に
従って MGCP 検査ポリシーマップを追加した場合は、この
コマンドでマップ名を特定します。

netbios

—

pptp

—

rsh

—

rtsp

—

sip [policy_map_name]

skinny
snmp [map_name]

ステップ 6

注記

「検査制御を追加するための SIP 検査ポリシーマップの設
定」（P.22-79）に従って SIP 検査ポリシーマップを追加し
た場合は、このコマンドでマップ名を特定します。

—
「SNMP アプリケーション検査のイネーブル化および設定」
（P.22-100）に従って SNMP アプリケーション マップを追
加した場合、このコマンドでマップ名を指定します。

sqlnet

—

sunrpc

デフォルトのクラス マップには、UDP ポート 111 が含まれ
ます。TCP ポート 111 に対して Sun RPC 検査をイネーブ
ルにする場合は、TCP ポート 111 に対応する新しいクラス
マップを作成し、ポリシーにクラスを追加して、そのクラ
スに inspect sunrpc コマンドを適用する必要があります。

tftp

—

waas

—

xdmcp

—

1 つ以上のインターフェイスでポリシーマップをアクティブにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# service-policy policymap_name {global | interface interface_name}

ここで、global はポリシー マップをすべてのインターフェイスに適用し、interface は 1 つのインター
フェイスに適用します。デフォルトでは、デフォルトのポリシーマップ「global_policy」がグローバ
ルに適用されます。グローバル ポリシーは 1 つしか適用できません。インターフェイスのグローバル
ポリシーは、そのインターフェイスにサービス ポリシーを適用することで上書きできます。各イン
ターフェイスに適用できるポリシー マップは 1 つだけです。

CTIQBE 検査
ここでは、CTIQBE アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定を変更する
手順について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「CTIQBE 検査の概要」（P.22-11）
• 「制限事項および制約事項」（P.22-11）
• 「CTIQBE 検査のイネーブル化および設定」（P.22-11）
• 「CTIQBE 検査の確認およびモニタ」（P.22-13）
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• 「CTIQBE の設定例」（P.22-14）

CTIQBE 検査の概要
inspect ctiqbe コマンドは、NAT、PAT、および双方向 NAT をサポートしている CTIQBE プロトコル
検査をイネーブルにします。これにより、Cisco IP SoftPhone および他の Cisco TAPI/JTAPI アプリ
ケーションが Cisco CallManager と正しく機能するようになり、FWSM を通じたコール設定が可能に
なります。
TAPI と JTAPI は、多くの Cisco VoIP アプリケーションで使用されます。CTIQBE は、Cisco TSP が
Cisco CallManager と通信するために使用されます。

制限事項および制約事項
次に、CTIQBE アプリケーション検査の使用時に適用される制限の概要を示します。

• CTIQBE アプリケーション検査は、alias コマンドを使用するコンフィギュレーションをサポート
しません。

• CTIQBE コールのステートフル フェールオーバーはサポートされていません。
• debug ctiqbe コマンドを入力すると、メッセージの伝送が遅れる場合があり、リアルタイム環境
でのパフォーマンスに影響することがあります。このデバッグまたはロギングをイネーブルにした
ときに、FWSM を通じたコール設定を Cisco IP SoftPhone が完了できないように見られる場合は、
Cisco IP SoftPhone を実行しているシステムで Cisco TSP 設定のタイムアウト値を増やします。
次に、特定のシナリオで CTIQBE アプリケーション検査を使用する場合の特別な考慮事項の概要を示
します。

• 2 つの Cisco IP SoftPhone が異なる Cisco CallManager に登録されていて、各 CallManager が
FWSM の異なるインターフェイスに接続されている場合、これら 2 つの電話間のコールは失敗し
ます。

• Cisco CallManager が Cisco IP SoftPhone と比べてよりセキュリティの高いインターフェイスに配
置されているときに、Cisco CallManager IP アドレスの NAT または外部 NAT が必要な場合、
Cisco IP SoftPhone では Cisco CallManager IP アドレスが PC 上の Cisco TSP コンフィギュレー
ションで明確に指定されている必要があるため、マッピングはスタティックにする必要がありま
す。

• PAT または外部 PAT の使用時に Cisco CallManager IP アドレスを変換する場合、Cisco IP
SoftPhone を正常に登録させるには、TCP ポート 2748 を PAT（インターフェイス）アドレスと同
じポートにスタティックにマッピングする必要があります。Cisco CallManager、Cisco IP
SoftPhone、または Cisco TSP では CTIQBE リスニング ポート（TCP 2748）は固定であり、ユー
ザが設定することはできません。

CTIQBE 検査のイネーブル化および設定
CTIQBE 検査をイネーブルにする、または CTIQBE トラフィックの受信に使用するデフォルト ポート
を変更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

CTIQBE トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変
更します。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
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hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 2

CTIQBE トラフィックを識別するには、次のように match port コマンドを使用します。
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 2748

ステップ 3

CTIQBE インスペクション エンジンを FTP トラフィックに適用するために使用するポリシー マップを
作成するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次の
ように使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 4

ステップ 1 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは CTIQBE トラフィックを識別
します。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、ステップ 1 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 5

CTIQBE アプリケーション検査をイネーブルにします。
hostname(config-pmap-c)# inspect ctiqbe

ステップ 6

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 3 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに CTIQBE トラフィックの検査を開始します。

例 22-1

CTIQBE 検査のイネーブル化および設定

次に、デフォルト ポート（2748）の CTIQBE トラフィックと一致するクラスを作成し、そのクラスを
使用してポリシーで CTIQBE 検査をイネーブルにする例を示します。その後、サービス ポリシーは外
部インターフェイスに適用されます。
hostname(config)# class-map ctiqbe_port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 2748
hostname(config-cmap)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class ctiqbe_port
hostname(config-pmap-c)# inspect ctiqbe
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside
hostname(config)#
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CTIQBE 検査の確認およびモニタ
show ctiqbe コマンドは、FWSM を越えて確立されている CTIQBE セッションに関する情報を表示し
ます。CTIQBE インスペクション エンジンで割り当てられたメディア接続に関する情報が表示されま
す。
次に、次の条件における show ctiqbe コマンドの出力例を示します。FWSM を越えてセットアップさ
れているアクティブ CTIQBE セッションは 1 つだけです。そのセッションは、ローカル アドレス
10.0.0.99 の内部 CTI デバイス（たとえば、Cisco IP SoftPhone）と 209.165.201.2 の外部 Cisco Call
Manager の間で確立されています。ここで、TCP ポート 2748 は Cisco CallManager です。このセッ
ションのハートビート間隔は 120 秒です。
hostname# # show ctiqbe
Total: 1
LOCAL
FOREIGN
STATE
HEARTBEAT
--------------------------------------------------------------1
10.0.0.99/1117 209.165.201.2/2748
1
120
---------------------------------------------RTP/RTCP: PAT xlates: mapped to 209.165.201.2(1028 - 1029)
---------------------------------------------MEDIA: Device ID 27
Call ID 0
Foreign 209.165.201.2
(1028 - 1029)
Local
209.165.201.3
(26822 - 26823)
----------------------------------------------

CTI デバイスは、すでに CallManager に登録されています。デバイスの内部アドレスと RTP リスニン
グ ポートは、209.165.201.2 UDP ポート 1028 に PAT 変換されます。その RTCP リスニング ポートは、
UDP 1029 に PAT 変換されています。
RTP/RTCP: PAT xlates: で始まる行は、内部 CTI デバイスが外部 CallManager に登録され、CTI デバ
イスのアドレスとポートが、その外部インターフェイスに PAT 変換されている場合に限り表示されま
す。この行は、CallManager が内部インターフェイス上に位置する場合、または内部 CTI デバイスの
アドレスとポートが、CallManager が使用しているのと同じ外部インターフェイスに NAT 変換されて
いる場合は、表示されません。

この出力は、コールがこの CTI デバイスと 209.165.201.3 にある別の電話の間に確立されていることを
示します。他の電話機の RTP および RTCP リスニング ポートは、UDP 26822 および 26823 です。
FWSM は 2 番めの電話機と CallManager に関連する CTIQBE セッション レコードを維持できないの
で、他の電話機は、CallManager と同じインターフェイス上にあります。CTI デバイス側のアクティブ
コール レッグは、Device ID 27 および Call ID 0 で確認できます。
これらの CTIQBE 接続の show xlate debug コマンドの出力例を示します。
hostname# show xlate debug
3 in use, 3 most used
Flags: D - DNS, d - dump, I - identity, i - inside, n - no random,
r - portmap, s - static
TCP PAT from inside:10.0.0.99/1117 to outside:209.165.201.2/1025 flags ri idle 0:00:22
timeout 0:00:30
UDP PAT from inside:10.0.0.99/16908 to outside:209.165.201.2/1028 flags ri idle 0:00:00
timeout 0:04:10
UDP PAT from inside:10.0.0.99/16909 to outside:209.165.201.2/1029 flags ri idle 0:00:23
timeout 0:04:10

show conn state ctiqbe コマンドは、CTIQBE 接続のステータスを表示します。出力には、CTIQBE イ
ンスペクション エンジンによって割り当てられたメディア接続が「C」フラグで示されます。次に、
show conn state ctiqbe コマンドの出力例を示します。
hostname# show conn state ctiqbe
1 in use, 10 most used
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hostname# show conn state ctiqbe detail
1 in use, 10 most used
Flags: A - awaiting inside ACK to SYN, a - awaiting outside ACK to SYN,
B - initial SYN from outside, C - CTIQBE media, D - DNS, d - dump,
E - outside back connection, F - outside FIN, f - inside FIN,
G - group, g - MGCP, H - H.323, h - H.225.0, I - inbound data,
i - incomplete, J - GTP, j - GTP data, k - Skinny media,
M - SMTP data, m - SIP media, O - outbound data, P - inside back connection,
q - SQL*Net data, R - outside acknowledged FIN,
R - UDP RPC, r - inside acknowledged FIN, S - awaiting inside SYN,
s - awaiting outside SYN, T - SIP, t - SIP transient, U - up

CTIQBE の設定例
次に、Cisco IP SoftPhone 用の単一トランスペアレント ファイアウォールの設定例を示します
（図 22-2）。
図 22-2

Cisco IP SoftPhone（バーチャル会議）用の単一トランスペアレント ファイアウォール

Single transparent with CTIQBE inspection
(with collaboration settings set to Virtual Conference Room)
Inside

Firewall
Service Module
(FWSM)
vlan50

PC
10.0.0.21/8

Outside

vlan100

PC
10.0.0.23/8

10.0.0.101/8
CallManager 3.3

191376

M

この例に対応する設定は、次のとおりです。
firewall transparent
!
interface Vlan50
nameif inside
bridge-group 1
security-level 100
!
interface Vlan100
nameif outside
bridge-group 1
security-level 0
!
interface BVI1
ip address 10.0.0.30 255.0.0.0
!
access-list voice extended permit tcp any any eq ctiqbe
access-list voice extended permit tcp any any eq 1503
!
access-group voice in interface inside
access-group voice in interface outside

22-14

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 22 章

アプリケーション層プロトコル検査の適用

CTIQBE 検査

!
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ctiqbe
!

（注）

TCP ポート 1503 は、バーチャル会議室コラボレーション用のセキュリティ アプライアンスを通過す
ることが許可され、このセキュリティ アプライアンスを介して Cisco IP SoftPhone と連動できる必要
があります。
次に、NetMeeting をイネーブルにした場合の Cisco IP SoftPhone 用の単一トランスペアレント ファイ
アウォールの設定例を示します（図 22-3）。Cisco IP SoftPhone は、NetMeeting のコラボレーション
設定に基づいて設定します。
図 22-3

NetMeeting を使用した場合の Cisco IP SoftPhone（バーチャル会議）用の単一トランスペア
レント ファイアウォール

Single transparent with CTIQBE inspection
(with collaboration settings set to “NetMeeting”)

Firewall
Service Module
(FWSM)
vlan50

PC (Inside)
10.0.0.23/8

vlan100

PC (Outside)
10.0.0.21/8

10.0.0.101/8
CallManager 3.3

191375

M

この例に対応する設定は、次のとおりです。
firewall transparent
!
interface Vlan50
nameif inside
bridge-group 1
security-level 100
!
interface Vlan100
nameif outside
bridge-group 1
security-level 0
!
interface BVI1
ip address 10.0.0.30 255.0.0.0
!
access-list voice extended permit tcp any any eq ctiqbe
access-list voice extended permit tcp any any eq h323
access-list voice extended permit tcp any any eq 1503
!
access-group voice in interface inside
access-group voice in interface outside
!
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policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ctiqbe
!

（注）

コラボレーションとアプリケーション共有が正常に行われるようにするには、TCP ポート 1503 および
1720 に対して通過が許可されている必要があります。
次に、show conn detail コマンドの出力例を示します。
hostname# show conn detail
25 in use, 33 most used
Flags: A - awaiting inside ACK to SYN,a - awaiting outside ACK to SYN
B - initial SYN from outsideC - CTIQBE media, D - DNS, d - dump,
E - outside back connection, F - outside FIN, f - inside FIN,
G - group, g - MGCP, H - H.323, h - H.225.0, I - inbound data,
i - incomplete, J - GTP, j - GTP data, k - Skinny media,
M - SMTP data, m - SIP media, O - outbound data, P - inside back connection,
q - SQL*Net data, R - outside acknowledged FIN,
R - UDP SUNRPC, r - inside acknowledged FIN, S - awaiting inside SYN,
s - awaiting outside SYN, T - SIP, t - SIP transient, U - up
Network Processor 1 connection
TCP out 10.0.0.101:2748 in 10.0.0.23:3598 idle 0:00:09 Bytes 103065 FLAGS - UOI
UDP out 10.0.0.21:30504 in 10.0.0.23:3650 idle 0:00:00 Bytes 4810406
FLAGS - C
UDP out 10.0.0.21:1436 in 10.0.0.23:19972 idle 0:00:00 Bytes 4813240
FLAGS - C
TCP out 10.0.0.21:1437 in 10.0.0.23:1720 idle 0:07:04 Bytes 1027 FLAGS - UBOIh
UDP out 10.0.0.21:49608 in 10.0.0.23:49608 idle 0:00:10 Bytes 241836
FLAGS - H
UDP out 10.0.0.21:49609 in 10.0.0.23:49609 idle 0:00:01 Bytes 17480
FLAGS - H
TCP out 10.0.0.21:1440 in 10.0.0.23:1503 idle 0:06:58 Bytes 4488 FLAGS - UBOI
TCP out 10.0.0.21:1441 in 10.0.0.23:1503 idle 0:04:50 Bytes 17888 FLAGS - UBOI
TCP out 10.0.0.21:1442 in 10.0.0.23:1503 idle 0:04:50 Bytes 471135 FLAGS - UBOI
Network Processor 2 connections
Multicast sessions:
Network Processor 1 connections
Network Processor 2 connections
IPv6 connections:

DCERPC 検査
DCERPC は、Microsoft 社の分散クライアント / サーバ アプリケーションで広く使われているプロトコ
ルです。このプロトコルによって、ソフトウェア クライアントがサーバにあるプログラムをリモート
で実行できるようになります。
通常、このプロトコルの接続では、クライアントが予約済みポート番号で接続を受け入れるエンドポイ
ント マッパーというサーバに、必要なサービスについてダイナミックに割り当てられるネットワーク
情報を問い合わせます。その後、クライアントは、サービスを提供しているサーバ インスタンスへの
セカンダリ接続を設定します。セキュリティ アプライアンスでは、適切なポート番号とネットワーク
アドレスが許可され、必要に応じてセカンダリ接続の NAT も適用されます。
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DCERPC 検査マップは、TCP の予約済みポート 135 を経由した、EPM とクライアント間のネイティ
ブ TCP の通信を検査します。EPM のマップおよび検索操作が、クライアントに対してサポートされま
す。クライアントとサーバは、任意のセキュリティ ゾーンに配置できます。埋め込まれたサーバの IP
アドレスとポート番号は、EPM からの応答メッセージで受け取ります。クライアントが EPM から返
されたサーバのポートに対して複数の接続を試みる可能性があるので、ピンホールが複数使用でき、
ユーザがそのタイムアウトを設定できるようになっています。

（注）

DCERPC の検査は、FWSM にピンホールを開くための EPM とクライアント間の通信だけがサポート
されます。EPM を使用しない RPC 通信を使用するクライアントは、DCERPC 検査ではサポートされ
ません。
DCERPC 検査は、次のメッセージをサポートします。
• エンド ポイント マッパー（EPMAP）
• RemoteCreateInstance
• IP アドレスまたはポート情報を含まない任意のメッセージ（これらのメッセージでは検査の必要
がないため）

検査制御を拡張するための DCERPC 検査ポリシー マップの設定
DCERPC 検査の追加のパラメータを指定するには、DCERPC 検査ポリシーマップを作成します。その
後、「アプリケーション検査の設定」（P.22-7）に従って DCERPC 検査をイネーブルにするときに検査
ポリシー マップを適用できます。

DCERPC 検査ポリシーマップを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

DCERPC 検査ポリシーマップを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map type inspect dcerpc policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name には、ポリシーマップの名前を指定します。CLI はポリシーマップ コンフィギュ
レーション モードに入ります。
ステップ 2

（任意）このポリシーマップに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-pmap)# description string

ステップ 3

インスペクション エンジンに影響のあるパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

a. パラメータ コンフィギュレーション モードに入るには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap)# parameters
hostname(config-pmap-p)#

b. DCERPC のピンホールのタイムアウトを設定して、グローバルなシステム ピンホールのタイムア
ウト（2 分）を上書きするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# timeout pinhole hh:mm:ss

hh:mm:ss 引数には、ピンホール接続のタイムアウトを指定します。値は 0:0:1 ～ 1193:0:0 です。
c. エンドポイント マッパーのトラフィックのオプションを設定するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config-pmap-p)# endpoint-mapper [epm-service-only] [lookup-operation
[timeout hh:mm:ss]]
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hh:mm:ss 引数には、ルックアップ操作で生成されたピンホールのタイムアウトを指定します。
ルックアップ操作にタイムアウトが設定されていない場合は、timeout pinhole コマンドで指定し
た値かデフォルトの値が使用されます。epm-service-only キーワードを指定すると、バインド中
にエンドポイント マッパー サービスを実行し、このサービスのトラフィックだけが処理されるよ
うにします。lookup-operation キーワードを指定すると、エンドポイント マッパー サービスの
ルックアップ操作をイネーブルにします。

次に、DCERPC ピンホールに設定したタイムアウトを使用して DCERPC 検査ポリシー マップを定義
する例を示します。
hostname(config)# policy-map type inspect dcerpc dcerpc_map
hostname(config-pmap)# timeout pinhole 0:10:00
hostname(config)# class-map dcerpc
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 135
hostname(config)# policy-map global-policy
hostname(config-pmap)# class dcerpc
hostname(config-pmap-c)# inspect dcerpc dcerpc-map
hostname(config)# service-policy global-policy global

DNS 検査
ここでは、DNS アプリケーション検査を管理する手順について説明します。ここでは、次の内容につ
いて説明します。

• 「DNS アプリケーション検査の動作」（P.22-18）
• 「DNS リライトの機能」（P.22-19）
• 「DNS Rewrite の設定」（P.22-20）
• 「DNS 検査の設定」（P.22-25）
• 「DNS 検査の確認とモニタリング」（P.22-26）
• 「DNS ガード」（P.22-27）

DNS アプリケーション検査の動作
FWSM で DNS 応答が転送されるとすぐに、FWSM は DNS クエリーに関連付けられた DNS セッショ
ンを切断します。FWSM はまた、メッセージ交換をモニタして DNS 応答の ID が DNS クエリーの ID
と一致することを確認します。
DNS 検査をイネーブルにすると（デフォルト）、FWSM は次の追加のタスクを実行します。
• alias、static、および nat コマンドを使用して作成されたコンフィギュレーションに基づいて、
DNS レコードを変換します（DNS リライト）。変換は、DNS 応答の A レコードだけに適用される
ため、DNS リライトによって PTR レコードを必要とする逆ルックアップが影響を受けることはあ
りません。
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（注）

1 つの A レコードには複数の PAT 規則が適用可能で、使用する PAT 規則があいまいなため、
DNS リライトは PAT には適用できません。

• DNS メッセージの最大長を強制します（デフォルトは 512 バイトで、最大長は 65535 バイトで
す）。FWSM は必要に応じてリアセンブリを実行し、パケット長が設定されている最大長よりも短
いことを確認します。FWSM は、最大長を超えるパケットをドロップします。

（注）

maximum-length オプションを指定しないで inspect dns コマンドを入力すると、DNS パケッ
ト サイズは検証されません。

• ドメイン名の長さを 255 バイトに、ラベルの長さを 63 バイトに強制します。
• DNS メッセージ内に圧縮ポインタが出現する場合に、ポインタが参照するドメイン名の完全性を
検証します。

• 圧縮ポインタのループが存在するかどうかを確認します。
ある 2 つのホストの間に複数の DNS セッションがある場合、これらのセッションに対して作成される
接続は 1 つです。また、これらのセッションは同一の 5 つのタプル（送信元 / 宛先 IP アドレス、送信元
/ 宛先ポート、およびプロトコル）を持ちます。追跡用の DNS ID は app_id で、アイドル タイマーは
app_id ごとに実行されます。

app_id は個別に期限が切れるため、正規の DNS 応答は制限時間内にのみ FWSM を通過可能で、リ
ソースは蓄積されません。ただし、show conn コマンドを入力すると、DNS 接続のアイドル タイマー
が新しい DNS セッションによってリセットされていることが示されます。これは共有 DNS 接続の性
質で、意図的なものです。

DNS リライトの機能
DNS 検査がイネーブルの場合、DNS Rewrite は任意のインターフェイスから発信される DNS メッ
セージの NAT を完全にサポートします。
内部ネットワーク上のクライアントが、外部インターフェイス上の DNS サーバから内部アドレスの
DNS 解決を要求した場合、DNS A レコードは正しく変換されます。DNS インスペクション エンジン
がディセーブルになっている場合、A レコードは変換されません。

DNS 検査がイネーブルであれば、alias、static、または nat コマンドを使用して、DNS Rewrite を設
定できます。必要なコンフィギュレーションの詳細については、「DNS Rewrite の設定」（P.22-20）を
参照してください。

DNS リライトは、次の 2 つの機能を実行します。
• DNS クライアントがプライベート インターフェイス上にある場合は、DNS 応答内のパブリック
アドレス（ルーティング可能なアドレスまたは「マッピングされている」アドレス）をプライベー
ト アドレス（「実際の」アドレス）に変換します。

• DNS クライアントがパブリック インターフェイス上にある場合は、プライベート アドレスをパブ
リック アドレスに変換します。
図 22-4 では、DNS サーバは外部（ISP）ネットワーク上に存在します。FWSM では、static コマンド
は、Web サーバ（192.168.100.1）の実アドレスを ISP 割り当てアドレス（209.165.201.5）へマッピン
グします。内部インターフェイスの Web クライアントが http://server.example.com という URL の
Web サーバにアクセスしようとすると、Web クライアントが動作するホストが、Web サーバの IP アド
レスの解決を求める DNS 要求を DNS サーバに送信します。FWSM は、IP ヘッダーに含まれるルー
ティング不可の送信元アドレスを変換し、外部インターフェイスの ISP ネットワークに要求を転送しま
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す。DNS 応答が返されると、FWSM はアドレス変換を宛先アドレスだけではなく、DNS 応答の A レ
コードに含まれる、埋め込まれた Web サーバの IP アドレスにも適用します。結果として、内部ネット
ワーク上の Web クライアントは、内部ネットワーク上の Web サーバとの接続に使用する正しいアドレ
スを取得します。この例の NAT および DNS コンフィギュレーションの詳細については、例 22-2 を参
照してください。このような事例の設定手順については、「2 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライトの
設定」（P.22-21）を参照してください。
図 22-4

2 つの NAT ゾーンを使用した DNS Rewrite

DNS ࠨࡃ
209.165.200.225 ౝߩ server.example.com
Web ࠨࡃ
server.example.com
192.168.100.1

ISP ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

Web ࠢࠗࠕࡦ࠻
http://server.example.com
192.168.100.2

132972

FWSM
209.165.200.225 ౝߩ 192.168.100.1

DNS 要求を行うクライアントが DMZ ネットワーク上にあり、DNS サーバが内部インターフェイス上
にある場合にも、DNS Rewrite は機能します。この事例の詳細と設定手順については、「3 つの NAT
ゾーンを持つ DNS リライト」（P.22-22）を参照してください。

DNS Rewrite の設定
alias、static、または nat コマンドを使用して、DNS Rewrite を設定できます。alias および static コ
マンドは同じ意味で使用されます。ただし、static コマンドはより正確ではっきりしているので、新し
い配置に使用することを推奨します。また、DNS Rewrite は static コマンド使用時のオプションです。
ここでは、alias および static コマンドを使用して DNS Rewrite を設定する手順について説明します。
単純な事例や複雑な事例で、static コマンドを使用する設定手順を提供します。nat コマンドの使用は、
DNS Rewrite がスタティック マッピングではなくダイナミック変換に基づいている点を除いて、static
コマンドの使用と同様です。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「DNS Rewrite の alias コマンドの使用」（P.22-21）
• 「DNS Rewrite の static コマンドの使用」（P.22-21）
• 「2 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライトの設定」（P.22-21）
• 「3 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライト」（P.22-22）
• 「3 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライトの設定」（P.22-24）

alias、nat、static コマンドの詳細な構文およびその他の機能については、『Catalyst 6500 Series
Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference 』の対応するコマ
ンド ページを参照してください。
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DNS Rewrite の alias コマンドの使用
alias コマンドを使用すると、FWSM は、任意のインターフェイスに存在する IP ネットワーク上のア
ドレスを、異なるインターフェイスを介して接続された別の IP ネットワークのアドレスに変換できま
す。このコマンドの構文は、次のとおりです。
hostname(config)# alias (inside) mapped-address real-address

次に、内部インターフェイス以外の任意のインターフェイス上の実アドレス（192.168.100.10）を、内
部インターフェイス上でマッピングされたアドレス（209.165.200.225）に変換する例を示します。
192.168.100.10 の場所は厳密に定義されていないことに注意してください。
hostname(config)# alias (inside) 209.165.200.225 192.168.100.10

（注）

DNS Rewrite を設定するのに alias コマンドを使用する場合、マッピングされたアドレスに対してプロ
キシ ARP が実行されます。これを回避するには、alias コマンドを入力したあとに、sysopt
noproxyarp internal_interface コマンドを入力することで、プロキシ ARP をディセーブルにします。

DNS Rewrite の static コマンドの使用
static コマンドを使用すると、特定のインターフェイスに存在する IP ネットワーク上のアドレスを、
異なるインターフェイス上の別の IP ネットワークのアドレスに変換できます。このコマンドの構文は、
次のとおりです。
hostname(config)# static (inside,outside) mapped-address real-address dns

次に、内部インターフェイス上のアドレス 192.168.100.10 を外部インターフェイス上の 209.165.201.5
に変換する例を示します。
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.200.225 192.168.100.10 dns

（注）

nat コマンドの使用は、DNS Rewrite がスタティック マッピングではなくダイナミック変換に基づい
ている点を除いて、static コマンドの使用と同様です。

2 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライトの設定
図 22-4 の DNS リライトと類似の事例を実装するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

Web サーバのスタティック変換を次のように作成します。
hostname(config)# static (inside,outside) mapped-address real-address netmask
255.255.255.255 dns

引数は次のとおりです。

• inside：FWSM の内部インターフェイスの名前
• outside：FWSM の外部インターフェイスの名前。
• mapped-address：Web サーバの変換後の IP アドレス。
• real-address：Web サーバの実際の IP アドレス。
ステップ 2

Web サーバが HTTP 要求を受信するポートへのトラフィックを許可するアクセス リストを作成しま
す。
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hostname(config)# access-list acl-name permit tcp any host mapped-address eq port

引数は次のとおりです。

acl-name：アクセス リストに付けた名前
mapped-address：Web サーバの変換後の IP アドレス。
port：Web サーバが HTTP 要求を受信する TCP ポート。
ステップ 3

ステップ 2 で作成したアクセス リストを外部インターフェイスに適用します。そのためには、
access-group コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# access-group acl-name in interface outside

ステップ 4

DNS 検査がディセーブルの場合、または最大 DNS パケット長を変更する場合は、DNS 検査を設定し
ます。デフォルトで、DNS アプリケーション検査は、最大 DNS パケット長を 512 バイトとしてイ
ネーブルになっています。設定の手順については、「DNS 検査の設定」（P.22-25）を参照してくださ
い。

ステップ 5

パブリック DNS サーバで、次のように Web サーバの A レコードを追加します。
domain-qualified-hostname. IN A mapped-address
domain-qualified-hostname は、server.example.com のようにドメイン サフィクスを付けたホスト名
です。ホスト名の後ろのピリオドは重要です。mapped-address は、Web サーバの変換後の IP アドレ
スです。

次の例では、図 22-4 の事例の FWSM を設定しています。DNS 検査はすでにイネーブルになっている
ことが前提です。
例 22-2

2 つの NAT ゾーンを使用した DNS Rewrite

hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.200.225 192.168.100.1 netmask
255.255.255.255 dns
hostname(config)# access-list 101 permit tcp any host 209.165.200.225 eq www
hostname(config)# access-group 101 in interface outside

このコンフィギュレーションには、DNS サーバの次の A レコードが必要です。
server.example.com. IN A 209.165.200.225

3 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライト
図 22-5 に、より複雑な事例を示します。DNS 検査により、NAT は、最小限の設定が行われた DNS
サーバを使用して透過的に動作できます。このような事例の設定手順については、「3 つの NAT ゾーン
を持つ DNS リライトの設定」（P.22-24）を参照してください。
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図 22-5

3 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライト
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図 22-5 で、Web サーバ server.example.com の実際のアドレスは、FWSM の DMZ インターフェイス
の 192.168.100.10 です。IP アドレス 10.10.10.25 の Web クライアントが内部インターフェイスにあ
り、パブリック DNS サーバが外部インターフェイスにあります。サイト NAT ポリシーは次のとおり
です。

• 外部 DNS サーバは server.example.com の信頼できるアドレス レコードを保持しています。
• 外部ネットワーク上のホストは、外部 DNS サーバ経由でドメイン名 server.example.com を持つ
Web サーバ、または IP アドレス 209.165.200.225 を持つ Web サーバに接続できます。
• 内部ネットワークのクライアントは、ドメイン名が server.example.com の Web サーバに、外部
DNS サーバまたは IP アドレス 192.168.100.10 を使用してアクセスできます。
いずれかのインターフェイスのホストまたはクライアントは、DMZ Web サーバにアクセスするとき
に、パブリック DNS サーバに対して server.example.com の A レコードを問い合わせます。DNS サー
バは、server.example.com がアドレス 209.165.200.225 にバインドすることを示す A レコードを戻し
ます。

外部ネットワークの Web クライアントが http://server.example.com にアクセスを試みたときのイベン
ト シーケンスは次のとおりです。

1. Web クライアントを実行しているホストが DNS サーバに、server.example.com の IP アドレスを
求める要求を送信します。

2. DNS サーバが応答で IP アドレス 209.165.200.225 を示します。
3. Web クライアントが HTTP 要求を 209.165.200.225 に送信します。
4. 外部ホストからのパケットが FWSM の外部インターフェイスに到達します。
5. スタティック規則によってアドレス 209.165.200.225 が 192.168.100.10 に変換され、FWSM がパ
ケットを DMZ の Web サーバに誘導します。
内部ネットワークの Web クライアントが http://server.example.com にアクセスを試みたときのイベン
ト シーケンスは次のとおりです。

1. Web クライアントを実行しているホストが DNS サーバに、server.example.com の IP アドレスを
求める要求を送信します。
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2. DNS サーバが応答で IP アドレス 209.165.200.225 を示します。
3. FWSM が DNS 応答を受信し、その応答を DNS アプリケーション インスペクション エンジンに送
信します。

4. DNS アプリケーション インスペクション エンジンは、次の処理を行います。
a. 埋め込まれた A レコード アドレス「[outside]:209.165.200.5」の変換を元に戻す NAT 規則を
検索します。次に、スタティック コンフィギュレーションの例を示します。
static (dmz,outside) 209.165.200.225 192.168.100.10 dns

b. dns オプションが含まれているため、次のように A レコードをリライトするスタティック規則
を使用します。
[outside]:209.165.200.225 --> [dmz]:192.168.100.10

（注）

static コマンドに dns オプションが含まれていない場合、DNS リライトは実行されず、
他のパケット処理が継続されます。

c. 内部 Web クライアントと通信するときに、Web サーバ アドレス [dmz]:192.168.100.10 を変換
する NAT が検索されます。
適用可能な NAT 規則がない場合、アプリケーション検査は終了します。

NAT 規則（nat または static）が適用可能な場合は、dns オプションも指定されている必要が
あります。dns オプションが指定されていなかった場合、ステップ b の A レコード リライト
は取り消され、他のパケット処理が継続されます。

5. FWSM が DMZ インターフェイスの server.example.com に HTTP 要求を送信します。

3 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライトの設定
図 22-5 の事例の NAT ポリシーをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

DMZ ネットワークの Web サーバのスタティック変換を次のように作成します。
hostname(config)# static (dmz,outside) mapped-address real-address dns

引数は次のとおりです。

• dmz：FWSM の DMZ インターフェイスの名前。
• outside：FWSM の外部インターフェイスの名前。
• mapped-address：Web サーバの変換後の IP アドレス。
• real-address：Web サーバの実際の IP アドレス。
ステップ 2

Web サーバが HTTP 要求を受信するポートへのトラフィックを許可するアクセス リストを作成しま
す。
hostname(config)# access-list acl-name permit tcp any host mapped-address eq port

引数は次のとおりです。

acl-name：アクセス リストに付けた名前
mapped-address：Web サーバの変換後の IP アドレス。
port：Web サーバが HTTP 要求を受信する TCP ポート。
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ステップ 3

ステップ 2 で作成したアクセス リストを外部インターフェイスに適用します。そのためには、
access-group コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# access-group acl-name in interface outside

ステップ 4

DNS 検査がディセーブルの場合、または最大 DNS パケット長を変更する場合は、DNS 検査を設定し
ます。デフォルトで、DNS アプリケーション検査は、最大 DNS パケット長を 512 バイトとしてイ
ネーブルになっています。設定の手順については、「DNS 検査の設定」（P.22-25）を参照してくださ
い。

ステップ 5

パブリック DNS サーバで、次のように Web サーバの A レコードを追加します。
domain-qualified-hostname. IN A mapped-address
domain-qualified-hostname は、server.example.com のようにドメイン サフィクスを付けたホスト名
です。ホスト名の後ろのピリオドは重要です。mapped-address は、Web サーバの変換後の IP アドレ
スです。

次の例では、図 22-5 の事例の FWSM を設定しています。DNS 検査はすでにイネーブルになっている
ことが前提です。
例 22-3

3 つの NAT ゾーンを持つ DNS リライト

hostname(config)# static (dmz,outside) 209.165.200.225 192.168.100.10 dns
hostname(config)# access-list 101 permit tcp any host 209.165.200.225 eq www
hostname(config)# access-group 101 in interface outside

このコンフィギュレーションには、DNS サーバの次の A レコードが必要です。
server.example.com. IN A 209.165.200.225

DNS 検査の設定
DNS 検査はデフォルトではイネーブルです。
DNS 検査をイネーブルにする手順（検査が以前にディセーブルであった場合）、または DNS トラ
フィックの受信に使用するデフォルト ポートを変更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

DNS トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更し
ます。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 2

match port コマンドを使用して、DNS トラフィックを識別します。DNS のデフォルト ポートは UDP
ポート 53 です。
hostname(config-cmap)# match port udp eq 53

ステップ 3

DNS インスペクション エンジンを FTP トラフィックに適用するために使用するポリシー マップを作
成するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次のよ
うに使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
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hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 4

DNS アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、inspect dns コマンドを次のように
使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect dns [maximum-length max-pkt-length]

DNS パケットの最大長をデフォルト（512）から変更するには、maximum-length 引数を使用して、
max-pkt-length に新しい数値を指定します。長いパケットは廃棄されます。DNS パケット長の検証を
ディセーブルにするには、maximum-length キーワードを指定しないで inspect dns コマンドを入力し
ます。
ステップ 5

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 3 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに DNS トラフィックの検査を開始します。

例 22-4

DNS 検査のイネーブル化および設定

次に、デフォルト ポート（53）上の DNS トラフィックと一致するクラス マップを作成し、
sample_policy ポリシー マップで DNS 検査をイネーブルにし、DNS 検査を外部インターフェイスに適
用する例を示します。
hostname(config)# class-map dns_port
hostname(config-cmap)# match port udp eq 53
hostname(config-cmap)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class dns_port
hostname(config-pmap-c)# inspect dns maximum-length 1500
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside

DNS 検査の確認とモニタリング
現在の DNS 接続に関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show conn

DNS サーバを使用した接続については、接続の送信元ポートは、show conn コマンド出力で DNS
サーバの IP アドレスに置き換えられる場合があります。
ある 2 つのホストの間に複数の DNS セッションがある場合、これらのセッションに対して作成される
接続は 1 つです。また、これらのセッションは同一の 5 つのタプル（送信元 / 宛先 IP アドレス、送信元
/ 宛先ポート、およびプロトコル）を持ちます。追跡用の DNS ID は app_id で、アイドル タイマーは
app_id ごとに実行されます。
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app_id は個別に期限が切れるため、正規の DNS 応答は制限時間内にのみ FWSM を通過可能で、リ
ソースは蓄積されません。ただし、show conn コマンドを入力した場合、新しい DNS セッションに
よってリセットされている DNS 接続のアイドル タイマーが表示されます。これは共有 DNS 接続の性
質で、意図的なものです。

DNS アプリケーション検査の統計情報を表示するには、show service-policy コマンドを入力します。
次に、show service-policy コマンドの出力例を示します。
hostname# show service-policy
Interface outside:
Service-policy: sample_policy
Class-map: dns_port
Inspect: dns maximum-length 1500, packet 0, drop 0, reset-drop 0

DNS ガード
クライアントから DNS 要求が外部 DNS サーバに送信されたとき、最初の応答だけが FWSM で受け入
れられます。他の DNS サーバからの追加の応答はすべて FWSM で廃棄されます。
クライアントで DNS 要求が発行されると、ダイナミック ホールにより、DNS サーバから UDP パケッ
トを戻すことが許可されます。FWSM で最初の DNS サーバから応答を受信すると、アクセラレーショ
ン パスで作成された接続が廃棄され、他の DNS サーバからのそれ以降の応答が FWSM で廃棄される
ようになります。UDP DNS 接続は、削除用にマーク付けされるのではなく、即座に削除されます。

FWSM では、送信元 / 宛先ポートの代わりに、送信元 / 宛先 IP アドレス、プロトコル、および DNS ID
に基づいてセッション検索キーが作成されます。

DNS クライアントと DNS サーバで DNS 用の TCP が使用されている場合、接続は標準の TCP 接続と
同じようにクリアされます。
ただし、クライアントで複数の DNS サーバからの DNS 応答を受信する場合は、コンテキストごとに
デフォルトの DNS 動作をディセーブルにできます。DNS ガードをディセーブルにすると、接続は最初
の DNS サーバからの応答では削除されず、標準の UDP 接続として扱われます。

DNS ガードはデフォルトではイネーブルです。
DNS ガードをディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no dns-guard
hostname(config)# show running-config | inc dns-guard
no dns-guard
hostname(config)#

ESMTP 検査
ESMTP 検査は、スパム、フィッシング、不正な形式のメッセージによる攻撃、バッファ オーバーフ
ロー / アンダーフロー攻撃を検出します。この検査では、アプリケーション セキュリティとプロトコル
への準拠もサポートされています。これにより、ESMTP メッセージの健全性が確保され、複数の攻撃
の検出、送信者 / 受信者のブロック、およびメール中継のブロックを行うことができます。

検査制御を追加するための ESMTP 検査ポリシーマップの設定
メッセージがパラメータに違反したときのアクションを指定するには、ESMTP 検査ポリシーマップを
作成します。その後、「アプリケーション検査の設定」（P.22-7）に従って ESMTP 検査をイネーブルに
するときに検査ポリシー マップを適用できます。
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ESMTP 検査ポリシーマップを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

（任意）「正規表現の作成」（P.20-11）に従って、1 つ以上の正規表現をトラフィック照合コマンドに追
加して使用できるようにします。ステップ 3 に記載されている match コマンドで照合できるテキスト
のタイプを参照してください。

ステップ 2

（任意）「正規表現クラス マップの作成」（P.20-14）に従って、1 つ以上の正規表現のクラスマップを作
成して正規表現をグループ化します。

ステップ 3

ESMTP 検査ポリシーマップを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map type inspect esmtp policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name には、ポリシーマップの名前を指定します。CLI はポリシーマップ コンフィギュ
レーション モードに入ります。
ステップ 4

（任意）このポリシーマップに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-pmap)# description string

ステップ 5

一致トラフィックにアクションを適用するには、次の手順に従います。

a. ステップ 3 で説明されている match コマンドのいずれかを使用して、ポリシーマップに直接トラ
フィックを指定します。match not コマンドを使用すると、match not コマンドの基準に一致しな
いすべてのトラフィックにアクションが適用されます。

b. 次のコマンドを入力して、一致したトラフィックに対して実行するアクションを指定します。
hostname(config-pmap-c)# {[drop [send-protocol-error] |
drop-connection [send-protocol-error]| mask | reset] [log] | rate-limit message_rate}

各 match コマンドまたは class コマンドですべてのオプションを使用できるわけではありません。
使用できる正確なオプションについては、CLI ヘルプまたは『Catalyst 6500 Series Switch and
Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

drop キーワードを指定すると、一致するすべてのパケットをドロップします。
send-protocol-error キーワードを指定すると、プロトコル エラー メッセージを送信します。
drop-connection キーワードを指定すると、パケットをドロップし、接続を閉じます。
mask キーワードを指定すると、パケットの一致部分をマスクします。
reset キーワードを指定すると、パケットをドロップして接続を閉じ、サーバとクライアントの両
方またはいずれかに TCP リセットを送信します。
log キーワードを指定すると、システム ログ メッセージを送信します。このキーワードは単独で、
または他のキーワードのいずれかと一緒に使用できます。
rate-limit message_rate 引数では、メッセージのレートを制限します。
ポリシー マップでは、複数の class コマンドまたは match コマンドを指定できます。class コマンドと
match コマンドの順序については、「検査ポリシーマップのアクションの定義」（P.20-7）を参照してく
ださい。
ステップ 6

インスペクション エンジンに影響のあるパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

a. パラメータ コンフィギュレーション モードに入るには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap)# parameters
hostname(config-pmap-p)#

b. ローカル ドメイン名を設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# mail-relay domain-name action [drop-connection | log]]

22-28

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 22 章

アプリケーション層プロトコル検査の適用

ESMTP 検査

drop-connection アクションを指定すると、接続を閉じます。log アクションを指定すると、ポリ
シーマップがトラフィックに一致したときにシステム ログ メッセージを送信します。
c. バナーを難読化するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# mask-banner

d. （任意）送信者または受信者の電子メール アドレスに含まれる特殊文字を検出するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# special-character action [drop-connection | log]]

このコマンドを使用すると、パイプ文字（|）、逆引用符文字（`）、およびヌル文字が検出されます。

e. （任意）本文の長さまたは本文の行の長さを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match body [line] length gt length

length は、メッセージ本文の長さまたはメッセージ本文の行の長さです。
f. （任意）ESMTP コマンド バーブを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match cmd verb verb

verb は、次の ESMTP コマンドのいずれかです。
AUTH|DATA|EHLO|ETRN||HELO|HELP|MAIL|NOOP|QUIT|RCPT|RSET|SAML|SOML|VRFY

g. （任意）受信者アドレスの数を照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match cmd RCPT count gt count

count は、受信者アドレスの数です。
h. （任意）コマンド行の長さを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match cmd line length gt length

length は、コマンド行の長さです。
i. （任意）ehlo-reply パラメータを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match ehlo-reply-parameter extensions

extensions は、クライアントからの EHLO メッセージに対する応答としてサーバから送信された
ESMTP サービスの拡張です。これらの拡張は、新規コマンドとして、または既存コマンドのパラ
メータとして実行されます。extensions は、次のいずれかです。
8bitmime|binarymime|checkpoint|dsn|ecode|etrn|others|pipelining|size|vrfy

j. （任意）ヘッダーの長さまたはヘッダー行の長さを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match header [line] length gt length

length は、ヘッダーまたは行の文字数です。
k. （任意）ヘッダーの To フィールドのカウントを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match header to-fields count gt count

count は、ヘッダーの To フィールドに含まれる受信者の数です。
l. （任意）無効な受信者の数を照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match invalid-recipients count gt count

count は、無効な受信者の数です。
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m. （任意）使用されている MIME 符号化方式のタイプを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match mime encoding [7bit|8bit|base64|binary|others|
quoted-printable]

n. （任意）MIME ファイル名の長さを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match mime filename length gt length

length は、filename の長さ（1 ～ 1000）です。
o. （任意）MIME ファイル タイプを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match mime filetype regex [name | class name]

name または class name は、ファイル タイプまたはクラス マップと一致する正規表現です。クラ
ス マップと一致する正規表現では、複数のファイル タイプを選択できます。
p. （任意）送信者アドレスを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match sender-address regex [name | class name]

name または class name は、送信者アドレスまたはクラス マップと一致する正規表現です。クラス
マップと一致する正規表現では、複数の送信者アドレスを選択できます。

q. （任意）送信者アドレスの長さを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# match sender-address length gt length

length は、送信者アドレスの文字数です。

次の例は、ESMTP 検査ポリシーマップを定義する方法を示しています。
hostname(config)# regex user1 “user1@cisco.com”
hostname(config)# regex user2 “user2@cisco.com”
hostname(config)# regex user3 “user3@cisco.com”
hostname(config)# class-map type regex senders_black_list
hostname(config-cmap)# description “Regular expressions to filter out undesired senders”
hostname(config-cmap)# match regex user1
hostname(config-cmap)# match regex user2
hostname(config-cmap)# match regex user3
hostname(config)# policy-map type inspect esmtp advanced_esmtp_map
hostname(config-pmap)# match sender-address regex class senders_black_list
hostname(config-pmap-c)# drop-connection log
hostname(config)# policy-map outside_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
hostname(config-pmap-c)# inspect esmtp advanced_esmtp_map
hostname(config)# service-policy outside_policy interface outside
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FTP 検査
ここでは、FTP インスペクション エンジンの機能と、その設定を変更する手順について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「FTP 検査の概要」（P.22-31）
• 「strict オプションの使用方法」（P.22-31）
• 「request-command deny コマンド」（P.22-32）
• 「FTP 検査の設定」（P.22-33）
• 「FTP 検査の確認とモニタリング」（P.22-36）

FTP 検査の概要
FTP アプリケーション検査は FTP セッションを検査し、4 つのタスクを実行します。
• ダイナミックな二次的データ接続の準備
• ftp コマンド応答シーケンスを追跡します。
• 監査証跡を生成します。
• 組み込み IP アドレスの NAT 処理

FTP アプリケーション検査は FTP データ転送用にセカンダリ チャネルを準備します。これらのチャネ
ルのポートは、PORT コマンドまたは PASV コマンドを使用してネゴシエートされます。セカンダリ
チャネルは、ファイル アップロード、ファイル ダウンロード、またはディレクトリ リスト イベントへ
の応答で割り当てられます。

（注）

no inspect ftp コマンドを使用して FTP インスペクション エンジンをディセーブルにした場合、発信
ユーザはパッシブ モードでのみ接続を開始でき、着信 FTP はすべてディセーブルになります。

strict オプションの使用方法
inspect ftp コマンドに strict オプションを使用すると、Web ブラウザが FTP 要求内の埋め込みコマン
ドを送信できないようにすることで、保護されたネットワークのセキュリティが向上します。

ヒント

FWSM を通過することを許可されていない FTP コマンドを指定するには、FTP マップを作成し、FTP
マップ コンフィギュレーション モードで request-command deny コマンドを入力します。
インターフェイスに対して strict オプションをイネーブルにすると、FTP 検査によって次の動作が適用
されます。

• FTP コマンドが確認応答されてからでないと、FWSM は新しいコマンドを許可しません。
• FWSM は、埋め込みコマンドを送信する接続をドロップします。
• 227 コマンドおよび PORT コマンドは、これらのコマンドがエラー ストリング内に表示されない
ようにするためにチェックされます。
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注意

strict オプションを使用すると、FTP RFC に厳密に準拠していない FTP クライアントは失敗するこ
とがあります。

strict オプションがイネーブルの場合、次の異常なアクティビティに関して、各 ftp コマンドと応答
シーケンスが追跡されます。

• 不完全なコマンド：PORT および PASV 応答コマンド内のカンマ数が 5 つかどうかが確認されま
す。5 個ではなかった場合、PORT コマンドは切り捨てられていると見なされ、TCP 接続は閉じら
れます。

• 不正なコマンド：ftp コマンドが、RFC で要求されているとおりに <CR><LF> 文字で終了してい
るかどうかがチェックされます。これらの文字で終了していない場合、接続は閉じられます。

• RETR および STOR コマンドのサイズ：これらのコマンドのサイズが固定値と照合されます。サ
イズが固定値より大きい場合、エラー メッセージがログに記録され、接続は閉じられます。

• コマンド スプーフィング：PORT コマンドは常にクライアントから送信される必要があります。
PORT コマンドがサーバから送信されている場合、TCP 接続は拒否されます。
• 応答スプーフィング：PASV 応答コマンド（227）は常にサーバから送信される必要があります。
PASV 応答コマンドがクライアントから送信されている場合、TCP 接続は拒否されます。これに
より、ユーザが「227 xxxxx a1, a2, a3, a4, p1, p2」を実行した場合のセキュリティ ホールが防止さ
れます。

• TCP ストリーム編集：FWSM は、TCP ストリーム編集を検出した場合に接続が閉じられます。
• 無効なポートのネゴシエーション：ネゴシエートされたダイナミック ポートの値が 1024 未満であ
るかどうかがチェックされます。1 ～ 1024 の範囲のポート番号は既知の接続用に予約されている
ため、ネゴシエートされたポートがこの範囲内の場合、TCP 接続は解消されます。
• コマンドのパイプライン化：PORT および PASV 応答コマンド内のポート番号の後にある文字の数
が定数 8 と照合されます。8 よりも大きかった場合、TCP 接続は閉じられます。
• FWSM は、SYST コマンドに対する FTP サーバの応答を一連の X に置き換え、サーバが FTP ク
ライアントに対し、そのシステム タイプを開示するのを回避します。このデフォルト動作を上書
きするには、FTP マップ コンフィギュレーション モードで no mask-syst-reply コマンドを使用し
ます。

request-command deny コマンド
request-command deny コマンドを使用すると、FWSM がどの FTP コマンドに対し、FTP トラフィッ
クが FWSM を通過する許可を与えるか制御できます。このコマンドは FTP マップ コンフィギュレー
ション モードで利用可能です。そのため、このコマンドを利用するには、「FTP 検査の設定」
（P.22-33）に従って FTP マップを作成し、FTP 検査をイネーブルにするときにそのマップを使用する
必要があります。
表 22-3 に、request-command deny コマンドを使用することで、許可できなくする FTP コマンドを示
します。
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表 22-3

FTP マップの request-command deny オプション

request-command deny オプ
ション

目的

appe

ファイルへの追加を行うコマンドを禁止します。

cdup

現在の作業ディレクトリの親ディレクトリに移動するコマンドを
禁止します。

dele

サーバ上のファイルを削除するコマンドを禁止します。

get

サーバからファイルを取得するクライアント コマンドを禁止しま
す。

help

ヘルプ情報を表示するコマンドを禁止します。

mkd

サーバ上にディレクトリを作成するコマンドを禁止します。

put

サーバにファイルを送信するクライアント コマンドを禁止します。

rmd

サーバ上のディレクトリを削除するコマンドを禁止します。

rnfr

変更元ファイル名を指定するコマンドを禁止します。

rnto

変更先ファイル名を指定するコマンドを禁止します。

site

サーバ システム固有のコマンドを拒否します。通常はリモート管
理に使用されます。

stou

一意なファイル名を使用してファイルを保存するコマンドを許可
しません。

FTP 検査の設定
FTP アプリケーション検査はデフォルトではイネーブルなので、次の方法で手順を実行する必要があ
るのはデフォルトの FTP 設定を変更する場合だけです。
• strict オプションをイネーブルにします。
• FWSM を通過することを許可されていない特定の FTP コマンドを識別します。
• デフォルトのポート番号を変更します。

FTP 検査を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

FWSM の後ろで FTP サーバが待ち受けるポートを決定します。デフォルトの FTP ポートは TCP ポー
ト 21 です。ただし、thwart 攻撃に対する簡単な手段として、代替ポートがしばしば使用されます。す
べての FTP トラフィックを検査することを確認するには、TCP ポート 21 以外のポートの使用に関し
て、FTP サーバを検証してください。

ステップ 2

FTP トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更し
ます。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

ステップ 1 で決定した FTP ポートに送信されたトラフィックを識別します。そのためには、match
port または match access-list コマンドを使用します。
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連続しない複数のポートを識別する必要がある場合、access-list extended コマンドを使用してアクセ
ス リストを作成し、各ポートと一致する Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エント
リ）を追加してから、match access-list コマンドを使用します。次のコマンドは、アクセス リストを
使用して、アクセス リストを持った複数の TCP ポートを識別します。
hostname(config)# access-list acl-name any any tcp eq port_number_1
hostname(config)# access-list acl-name any any tcp eq port_number_2
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)# match access-list acl-name

単一ポートを識別する必要がある場合、次のように match port コマンドを使用します。
hostname(config-cmap)# match port tcp port_number

port_number は、FWSM の後ろの FTP サーバが待ち受ける TCP ポートだけです。
単一プロトコルの連続したポート範囲を識別する必要がある場合、次のように range キーワードを指
定して match port コマンドを使用します。
hostname(config-cmap)# match port tcp range begin_port_number end_port_number

begin_port_number は、FTP ポート範囲の最小ポートで、end_port_number は最大ポートです。
ステップ 4

（任意）FTP 検査を実行する場合は、次の手順を実行します。

• FTP クライアントに対して、FTP サーバのシステム タイプの開示を許可します。
• 許可された FTP コマンドを制限します。

FTP マップを作成して、設定します。そのためには、次の手順を実行します。
a. FTP 検査の追加パラメータを含んだ FTP マップを作成します。ftp-map コマンドを次のように使
用します。
hostname(config-cmap)# ftp-map map_name
hostname(config-ftp-map)#

map_name は、FTP マップの名前です。CLI は、FTP マップ コンフィギュレーション コマンドを
開始します。
b. （任意）SYST メッセージに応答して、FTP サーバにシステム タイプを FTP クライアントに開示さ
せる場合、次のように mask-syst-reply コマンドの no 形式を使用します。
hostname(config-ftp-map)# no mask-syst-reply
hostname(config-ftp-map)#

（注）

デフォルトでは、FTP 検査がイネーブルである場合、SYST メッセージへの応答はマスクされ
ます。SYST 応答マスキングをディセーブルにした場合、mask-syst-response コマンドを使用
して、マスキングを再度イネーブルにできます。

c. （任意）特定の FTP コマンドを許可しない場合、request-command deny コマンドを使用して、許
可しない各 FTP コマンドを次のように指定します。
hostname(config-ftp-map)# request-command deny ftp_command [ftp_command...]
hostname(config-ftp-map)#

ftp_command は、制限する 1 つまたは複数の FTP コマンドです。制限できる FTP コマンドのリス
トについては、表 22-3 を参照してください。
ステップ 5

FTP インスペクション エンジンを FTP トラフィックに適用するために使用するポリシー マップを作成
するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次のよう
に使用します。
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hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 6

ステップ 2 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは FTP トラフィックを識別しま
す。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、ステップ 2 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 7

必要なオプションを指定して、FTP アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、次
の手順のいずれかを実行します。

• 完全な FTP 検査をイネーブルにする場合、次のように strict キーワードを指定して、inspect ftp
コマンドを使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect ftp strict

• ステップ 4 で設定したオプションの FTP マップを使用して完全な FTP 検査をイネーブルにする場
合、次のように strict キーワードと FTP マップ名を指定して、inspect ftp コマンドを使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect ftp strict ftp_map_name

• デフォルトの FTP 検査に戻す場合、次のようにキーワードを指定しないで、inspect ftp コマンド
を使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect ftp

ステップ 8

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 5 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに FTP トラフィックの検査を開始します。

次に、FTP トラフィックを識別し、FTP マップを定義し、ポリシーを定義し、そのポリシーを外部イ
ンターフェイスに適用する例を示します。
例 22-5

完全な FTP 検査のイネーブル化および設定

hostname(config)# class-map ftp_port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 21
hostname(config-cmap)# ftp-map sample_map
hostname(config-ftp-map)# request-command deny put stou appe
hostname(config-ftp-map)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class ftp_port
hostname(config-pmap-c)# inspect ftp strict sample_map
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside
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FTP 検査の確認とモニタリング
FTP アプリケーション検査では、次のログ メッセージが生成されます。
• 取得またはアップロードされたファイルごとに監査レコード 302002 が生成されます。
• FTP コマンドがチェックされ、これが RETR または STOR であり、取得および保管コマンドがロ
グに記録されるか確認されます。

• ユーザ名は、IP アドレスを提供するテーブルを検索することで取得されます。
• ユーザ名、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、NAT アドレス、およびファイル操作がログに
記録されます。

• メモリ不足によってセカンダリ ダイナミック チャネルの準備が失敗した場合、監査レコード
201005 が生成されます。

FTP アプリケーション検査は、NAT と連携して、アプリケーション ペイロード内の IP アドレスを変
換します。この詳細は RFC 959 に記載されています。

GTP 検査
ここでは、GTP インスペクション エンジンの機能と、その設定を変更する手順について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「GTP 検査の概要」（P.22-36）
• 「GTP マップおよびコマンド」（P.22-37）
• 「GTP 検査のイネーブル化および設定」（P.22-38）
• 「GTP 検査の確認とモニタリング」（P.22-40）
• 「GGSN ロード バランシング」（P.22-41）
• 「GTP の設定例」（P.22-43）

（注）

GTP 検査には特殊なライセンスが必要です。必要なライセンスがないときに、FWSM で GTP 関連のコ
マンドを入力した場合、FWSM はエラー メッセージを表示します。

GTP 検査の概要
General Packet Radio Service（GPRS）は、GSM ネットワークと企業ネットワーク、またはインター
ネットの間で、携帯電話加入者に連続した接続を提供します。GGSN は、GPRS 無線データ ネット
ワークと他のネットワークとの間のインターフェイスです。SGSN は、モビリティ、データ セッショ
ン管理、およびデータ圧縮を実行します（図 22-6 を参照）。
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図 22-6
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UMTS は、固定回線テレフォニー、モバイル、インターネット、コンピュータ テクノロジーの商用コ
ンバージェンスです。UTRAN は、このシステムで無線ネットワークを実装するためのネットワーキン
グ プロトコルです。GTP を使用すると、GGSN、SGSN、および UTRAN 間の UMTS/GPRS バック
ボーンで、マルチプロトコル パケットをトンネリングできます。

GTP には固有のセキュリティやユーザ データの暗号化は含まれていませんが、FWSM で GTP を使用
することによって、これらの危険性からネットワークを保護できます。

SGSN は、GTP を使用する GGSN に論理的に接続されます。GTP を使用すると、GSN 間の GPRS
バックボーンで、マルチプロトコル パケットをトンネリングできます。GTP は、トンネルを作成、変
更、削除することで、SGSN にモバイル ステーションの GPRS ネットワーク アクセスを許可するトン
ネル制御および管理プロトコルを提供します。GTP では、トンネリング メカニズムを使用して、ユー
ザ データ パケットを伝送するサービスを提供します。

（注）

GTP をフェールオーバーと同時に使用しているとき、GTP 接続が確立され、データがトンネルを超え
て伝送される前にアクティブ ユニットに障害が発生した場合、GTP データ接続（「j」フラグが設定さ
れています）は、スタンバイ ユニットに複製されません。これは、アクティブ ユニットが初期接続を
スタンバイ ユニットに複製しないためです。

GGSN ロード バランシング機能を使用すると、GSN プールに属する任意の GSN が SGSN 要求に応答
して GGSN 上でロード バランシングを実現できるようになります。

GTP マップおよびコマンド
GTP トラフィック上に追加の検査パラメータを実行できます。gtp-map コマンドは、検査パラメータ
を指定します。inspect gtp コマンドを使用して GTP 検査をイネーブルにする場合、GTP マップを指定
するオプションがあります。
inspect gtp コマンドを使用してマップを指定しない場合、FWSM はデフォルトの GTP マップを使用
します。このマップは、次のデフォルト値で設定済みのものです。

• request-queue 200
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• timeout gsn 0:30:00
• timeout pdp-context 0:30:00
• timeout request 0:01:00
• timeout signaling 0:30:00
• timeout tunnel 0:01:00
• tunnel-limit 500
表 22-4 に、GTP 検査パラメータの設定に使用するコマンドを要約します。次のコマンドは、GTP マッ
プ コンフィギュレーション モードで利用できます。各コマンドの詳細な構文については、『Catalyst
6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference 』の対
応するコマンド ページを参照してください。
表 22-4

GTP マップ コンフィギュレーション コマンド

コマンド

説明

description

GTP コンフィギュレーション マップの説明を指定します。

drop

廃棄するメッセージ ID、APN、または GTP バージョンを指定し
ます。

mcc

3 桁の Mobile Country Code（000 ～ 999）を指定します。1 桁ま
たは 2 桁のエントリの場合は前に 0 が付きます。

message-length

最小および最大メッセージ長を指定します。

permit errors

エラーのあるパケットまたは異なる GTP バージョンのパケットを
許可します。

permit response

別のオブジェクト グループからの応答を受信することが許可され
たオブジェクト グループを指定します。

request-queue

キューで許可される要求の最大数を指定します。

timeout（gtp-map）

GSN、PDP コンテキスト、要求、シグナリング接続、トンネルの
アイドル タイムアウトを指定します。

tunnel-limit

許可されるトンネルの最大数を指定します。

GTP 検査のイネーブル化および設定
GTP アプリケーション検査はデフォルトではディセーブルなので、GTP 検査をイネーブルにするには、
ここで説明する手順を実行する必要があります。

（注）

GTP 検査には特殊なライセンスが必要です。必要なライセンスがないときに、FWSM で GTP 関連のコ
マンドを入力した場合、FWSM はエラー メッセージを表示します。
GTP 設定をイネーブルにする、または変更する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

GTP トラフィックに必要なポートを識別する ACE を持つアクセス リストを定義します。標準ポート
は、UDP ポート 2123 および 3386 です。アクセス リストを作成するには、次のように各 ACE に 1 回
だけ access-list extended コマンドを使用します。
hostname(config)# access-list acl-name permit {udp | tcp} any any eq port

acl-name はアクセス リストに割り当てられた名前で、port は ACE が識別する GTP ポートです。
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ステップ 2

GTP トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更し
ます。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

match access-list コマンドを使用して、ステップ 1 で作成したアクセス リストで GTP トラフィックを
識別します。
hostname(config-cmap)# match access-list acl-name

ステップ 4

（任意）GTP トラフィック上で追加パラメータを実行する場合、GTP マップを作成および設定します。
GTP マップを指定しない場合の GTP マップと実行されるデフォルト値の詳細については、「GTP マッ
プおよびコマンド」
（P.22-37）を参照してください。GTP マップを作成および設定するには、次の手順
を実行します。

a. GTP 検査の追加パラメータを含んだ GTP マップを作成します。gtp-map コマンドを次のように使
用します。
hostname(config-cmap)# gtp-map map_name
hostname(config-gtp-map)#

map_name は、GTP マップの名前です。CLI は GTP マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。

b. GTP 検査のパラメータ設定します。そのためには、実行する GTP マップ コンフィギュレーション
モード コマンドを使用します。コマンド リストについては、表 22-4 を参照してください。
ステップ 5

GTP インスペクション エンジンを GTP トラフィックに適用するために使用するポリシー マップを作成
するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次のよう
に使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 6

ステップ 2 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは GTP トラフィックを識別しま
す。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、ステップ 2 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 7

GTP アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、inspect gtp コマンドを次のように
使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect gtp [map_name]
hostname(config-pmap-c)#

map_name は、ステップ 4（任意）で作成した GTP マップです。
ステップ 8

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#
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policy_map_name は、ステップ 5 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに GTP トラフィックの検査を開始します。

例 22-6 に、アクセス リストを使用して GTP トラフィックを識別し、GTP マップを定義し、ポリシー
を定義し、そのポリシーを外部インターフェイスに適用する方法を示します。
例 22-6

GTP 検査のイネーブル化および設定

hostname(config)# access-list gtp_acl permit udp any any eq 3386
hostname(config)# access-list gtp_acl permit udp any any eq 2123
hostname(config)# class-map gtp-traffic
hostname(config-cmap)# match access-list gtp_acl
hostname(config-cmap)# gtp-map sample_map
hostname(config-gtp-map)# request-queue 300
hostname(config-gtp-map)# permit mcc 111 mnc 222
hostname(config-gtp-map)# message-length min 20 max 300
hostname(config-gtp-map)# drop message 20
hostname(config-gtp-map)# tunnel-limit 10000
hostname(config)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class gtp-traffic
hostname(config-pmap-c)# inspect gtp sample_map
hostname(config)# service-policy sample_policy outside

GTP 検査の確認とモニタリング
GTP コンフィギュレーションを表示するには、特権 EXEC モードで show service-policy inspect gtp
コマンドを入力します。このコマンドの詳細な構文については、『Catalyst 6500 Series Switch and
Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』のコマンドのページを参照し
てください。

show service-policy inspect gtp statistics コマンドを使用して、GTP 検査の統計情報を表示します。
次に、show service-policy inspect gtp statistics コマンドの出力例を示します。
hostname# show service-policy inspect gtp statistics
GPRS GTP Statistics:
version_not_support
0
msg_too_short
unknown_msg
0
unexpected_sig_msg
unexpected_data_msg
0
ie_duplicated
mandatory_ie_missing
0
mandatory_ie_incorrect
optional_ie_incorrect
0
ie_unknown
ie_out_of_order
0
ie_unexpected
total_forwarded
0
total_dropped
signalling_msg_dropped
0
data_msg_dropped
signalling_msg_forwarded
0
data_msg_forwarded
total created_pdp
0
total deleted_pdp
total created_pdpmcb
0
total deleted_pdpmcb
pdp_non_existent
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

縦棒（|）を使用して、表示をフィルタリングできます。?| と入力すると、表示フィルタリング オプ
ションが表示されます。

show service-policy inspect gtp pdp-context コマンドを使用して、PDP コンテキストに関する情報を
表示します。次に、show service-policy inspect gtp pdp-context コマンドの出力例を示します。
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hostname# show service-policy inspect gtp pdp-context detail
1 in use, 1 most used, timeout 0:00:00
Version TID
v1
1234567890123425

MS Addr
10.0.1.1

user_name (IMSI): 214365870921435
primary pdp: Y
sgsn_addr_signal:
10.0.0.2
ggsn_addr_signal:
10.1.1.1
sgsn control teid:
0x000001d1
ggsn control teid:
0x6306ffa0
seq_tpdu_up:
0
signal_sequence:
0
upstream_signal_flow:
0
downstream_signal_flow:
0
RAupdate_flow:
0

SGSN Addr
Idle
10.0.0.2 0:00:13
MS address:
nsapi: 2
sgsn_addr_data:
ggsn_addr_data:
sgsn data teid:
ggsn data teid:
seq_tpdu_down:

APN
gprs.example.com

10.5.1.1
10.0.0.2
10.1.1.1
0x000001d3
0x6305f9fc
0

upstream_data_flow:
downstream_data_flow:

0
0

PDP コンテキストは、IMSI と NSAPI の値の組み合わせであるトンネル ID によって識別されます。
GTP トンネルは、それぞれ別個の GSN ノードにある、2 つの関連する PDP コンテキストによって定義
され、トンネル ID によって識別されます。GTP トンネルは、パケットを外部パケット データ ネット
ワークと MS ユーザの間で転送するために必要です。
次の例で示すように、縦棒（|）を使用して、表示をフィルタリングできます。
hostname# show service-policy gtp statistics | grep gsn

GGSN ロード バランシング
GGSN ロード バランシング（GSN プーリング）を使用すると、GSN プールに属する任意の GSN が
SGSN 要求に応答して GGSN 上でロード バランシングを実現できるようになります。GSN プーリング
のサポートをイネーブルにするには、permit response コマンドを使用します。
セキュリティ アプライアンスで GTP 検査を実行する場合、デフォルトでは、GTP 要求に指定されてい
ない GSN からの GTP 応答は廃棄されます。この状況は、GSN のプール間でロード バランシングを使
用して GPRS の効率とスケーラビリティを確保している場合に発生します。

permit response コマンドを使用して、GSN プーリングのサポートをイネーブルにできます。このコ
マンドでは、GTP 要求が送信された GSN に関係なく、指定したセットの任意の GSN からの応答を許
可するようにセキュリティ アプライアンスを設定します。ロード バランシング GSN のプールは、
ネットワーク オブジェクトとして認識されます。同様に、SGSN はネットワーク オブジェクトとして
認識されます。応答を行う GSN が GTP 要求の送信先 GSN と同じオブジェクト グループに属してお
り、SGSN が含まれるオブジェクト グループがその GTP 応答の送信先として許可されている場合に、
セキュリティ アプライアンスで応答が許可されます。
負荷分散 GSN のプールを表すオブジェクトを作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

負荷分散 GSN のプールを表す新しいネットワーク オブジェクト グループを定義します。そのために
は、object-group コマンドを使用します。
hostname(config)# object-group network GSN-pool-name
hostname(config)#

where GSN-pool-name is the object group name for GGSNs.
ステップ 2

network-object コマンドを使用して、負荷分散 GSN を指定します。host キーワードを使用して、
GSN ごとに 1 つの network-object コマンドを設定できます。また、ロード バランシングを実行する
GSN を含むネットワークを指定することもできます。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

22-41

第 22 章

アプリケーション層プロトコル検査の適用

GTP 検査

hostname(config)# network-object host IP-address
hostname(config)#

where IP-address is the IP address of the host.
ステップ 3

負荷分散 GSN が応答を許可されている SGSN を表すオブジェクトを作成します。そのためには、
object-group コマンドを使用します。

a. GSN プールに GTP 要求を送信する SGSN ネットワーク オブジェクト グループを定義します。そ
のためには、object-group コマンドを使用します。
hostname(config)# object-group network SGSN-name
hostname(config)#

SGSN-name は、SGSN ネットワーク オブジェクト グループ名です。
b. SGSN を指定します。そのためには、network-object コマンドを使用します。
hostname(config)# network-object host IP-address
hostname(config)#

IP-address は、SGSN です。
ステップ 4

GSN プールを表すネットワーク オブジェクト内の任意の GSN から、SGSN を表すネットワーク オブ
ジェクトへの GTP 応答を許可します。そのためには、gtp-map および permit responses コマンドを使
用します。
hostname(config)# gtp-map map_name
hostname(config-gtp-map)# permit response to-object-group SGSN-name from-object-group
GSN-pool-name

map-name は、GTP マップの名前です。SGSN-name は、ステップ 3 で作成した SGSN の名前です。
GSN-pool-name は、ステップ 1 で作成した GSN プールの名前です。

次の例では、GSN プールと SGSN のネットワーク オブジェクトを定義して GSN プーリングをサポー
トする方法を示します。この例では、クラス C ネットワーク全体が GSN プールとして定義されていま
すが、複数の IP アドレスを個別に指定することもできます。GTP マップは、GSN プールから SGSN
への応答を許可するように設定されています。
例 22-7

GGSN ロード バランシングのイネーブル化および設定

hostname(config)# object-group network GGSNS
hostname(config-network)# network-object 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# object-group network SGSNS
hostname(config-network)# network-object hjost 192.168.1.1
hostname(config)# gtp-map GTPMAP
hostname(config-gtp-map)# permit response to-object-group SGSNS from-object-group GGSNS

『Cisco GGSN Release 7.0 Configuration Guide』
GGSN ロード バランシングと設定の詳細については、
および『Cisco MultiProcessor WAN Module User Guide』を参照してください。
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GTP の設定例
図 22-7 に、GTP 検査の設定例を示します。
図 22-7

GTP 検査の設定

Catalyst 6500
FWSM module
MWAM module
IOS SLB

GGSN 1
10.1.1.2

GGSN 2

SGSN

10.2.1.29
10.1.1.3

SLB
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209.1.1.41/24 209.1.1.31/24
10.3.1.41/24
FWSM
outside
inside
Slot 4

MWAM

GGSN 3
10.1.1.4

Slot 9

SGSN
simulator

10.1.1.5

191992

GGSN 4

この設定例は、SLB（IOS SLB、使用されている MSFC）、GGSN（使用されている MWAM モジュー
ル）、および FWSM での構成を示しています。また、スーパーバイザ /MSFC では SLB と MWAM の
構成が使用されています。

MWAM は、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチに搭載できる Cisco IOS アプリケーション モ
ジュールです。各 MWAM では 3 つのプロセッサ複合体が使用され、それぞれに 2 つの CPU が搭載さ
れています。また、各 CPU を使用して、独立した IOS イメージを実行できます。複数の Cisco モバイ
ル無線アプリケーションがサポートされています。この設定例では、Cisco ゲートウェイ General
Packet Radio Service（GPRS）サポート、つまり GPRS パケット ゲートウェイ アプリケーションが実
行されています。
次の設定では、MWAM モジュールの設定要件、および Cisco IOS ソフトウェア Server Load Balancing
（SLB）機能を使用して、ロード バランシング機能をサポートするように Gateway GPRS Support
Node（GGSN; ゲートウェイ GPRS サポート ノード）を設定する方法について説明します。
図 22-6 に示すように、MWAM モジュールでは 2 つの GGSN（GGSN1 および GGSN2）が設定されて
います。
firewall multiple-vlan-interfaces
firewall module 4 vlan-group 1
firewall module 10 vlan-group 1
firewall vlan-group 1 3-40,44,84,115,119,172,200-202,400-500,800-900
mwam module 9 port 1 allowed-vlan 1,3-40,44,84,172,200-202,400-500,800-900
mwam module 9 port 2 allowed-vlan 1,3-40,44,84,172,200-202,400-500,800-900
mwam module 9 port 3 allowed-vlan 1,3-40,44,84,172,200-202,400-500,800-900
ip subnet-zero
!
no ip domain-lookup
ip slb timers gtp gsn 40000
ip slb probe PING ping
!
ip slb serverfarm GGSN-POOL
nat server
probe PING
!
real 10.4.1.32
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weight 1
inservice
!
real 10.4.1.33
weight 1
inservice
!
ip slb serverfarm TGGSN-POOL
nat server
probe PING
!
real 10.4.1.34
faildetect numconns 2
inservice
!
real 10.4.1.35
faildetect numconns 2
inservice
!
ip slb vserver GTP-V0
virtual 10.2.1.29 udp 3386 service
serverfarm GGSN-POOL
inservice
!
ip slb vserver GTP-V1
virtual 10.2.1.29 udp 2123 service
serverfarm GGSN-POOL
inservice
!
ip slb vserver TGTP-V0
virtual 10.2.1.28 udp 3386 service
serverfarm TGGSN-POOL
inservice
!
ip slb vserver TGTP-V1
virtual 10.2.1.28 udp 2123 service
serverfarm TGGSN-POOL
inservice
!
ip slb dfp password 7 13061E010803
agent 10.1.1.2 1111 30 0 10
agent 10.1.1.3 1111 30 0 10
agent 10.1.1.4 1111 30 0 10
agent 10.1.1.5 1111 30 0 10
!

gtp

gtp

gtp

gtp

GGSN1 は次のように設定されています。
hostname# show running config
Building configuration...
Current configuration : 1460 bytes
!
! Last configuration change at 21:33:19 UTC Wed Dec 13 2006
! NVRAM config last updated at 01:54:40 UTC Sat Nov 18 2006
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service gprs ggsn
!
hostname GGSN2ADCTX
!
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boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
ip subnet-zero
ip dfp agent gprs
port 1111
password cisco
inservice
!
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
no ip dhcp use vrf connected
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0.1
!
interface GigabitEthernet0/0.8
encapsulation dot1Q 8
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
no snmp trap link-status
!
interface Virtual-Template1
ip address 10.4.1.32 255.255.255.0
encapsulation gtp
gprs access-point-list gtp-test
!
ip local pool localpool1 10.1.1.101 10.1.1.110
ip local pool localpool11 10.7.3.3 10.7.3.255
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
!
no ip http server
!
gprs access-point-list gtp-test
access-point 1
access-point-name sj-gtp.cisco.com
ip-address-pool local localpool11
!
control-plane
!
line con 0
line vty 0
no login
line vty 1 4
login
line vty 5 15
login
!
end

GGSN3 は次のように設定されています。
hostname# show running-config
Building configuration...
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Current configuration : 1533 bytes
!
! Last configuration change at 21:33:47 UTC Wed Dec 13 2006
! NVRAM config last updated at 01:56:07 UTC Sat Nov 18 2006
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service gprs ggsn
!
hostname GGSN3ADCTX
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
ip subnet-zero
ip dfp agent gprs
port 1111
password cisco
inservice
!
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
no ip dhcp use vrf connected
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0.3
!
interface GigabitEthernet0/0.8
encapsulation dot1Q 8
ip address 10.4.1.3 255.255.255.0
no snmp trap link-status
!
interface Virtual-Template1
ip address 10.1.1.33 255.255.255.0
encapsulation gtp
gprs access-point-list gtp-test
!
ip local pool localpool2 10.1.1.111 10.1.1.120
ip local pool localpool22 10.8.4.4 10.8.4.254
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
!
no ip http server
!
gprs maximum-pdp-context-allowed 50000
gprs qos default-response requested
gprs access-point-list gtp-test
access-point 1
access-point-name sj-gtp.cisco.com
ip-address-pool local localpool22
!
control-plane
!
line con 0
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line vty 0
no login
line vty 1 4
login
line vty 5 15
login
!
!
end

GGSN でロード バランシングを行うための FWSM 設定は、次のとおりです。
FWSM Version 3.2(0)45 <context>
!
hostname admin
domain-name cisco.com
enable password 9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted
no names
!
interface Vlan172
nameif mgmt
security-level 100
ip address 172.21.64.35 255.255.255.128 standby 172.21.64.36
!
interface Vlan5
nameif inside
security-level 100
ip address 10.2.1.41 255.255.255.0 standby 10.2.1.40
!
interface Vlan9
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.41 255.255.255.0 standby 209.165.201.40
!
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
same-security-traffic permit inter-interface
object-group network GGSNS ================================configured object group to
define GGSNs
network-object host 10.4.1.32
network-object host 10.4.1.33
object-group network SGSNS =================================configured object group to
define SGSNs
network-object host 10.5.1.1
object-group network servers
network-object 10.2.1.0 255.255.255.0
network-object host 10.6.1.25
network-object host 10.6.1.26
network-object host 10.6.1.27
network-object host 10.4.1.32
network-object host 10.4.1.33
object-group network clients
network-object 10.6.1.0 255.255.255.0
network-object host 10.5.1.1
access-list gtpacl extended permit udp any any eq 2123
access-list gtpacl extended permit udp any any eq 3386
access-list gtpacl extended permit icmp any any
access-list gtpacl extended permit udp any any
access-list gtpacl extended permit tcp any any eq www
access-list gtpacl extended permit tcp any any eq ftp
access-list gtpacl extended permit tcp any any eq telnet
access-list gtpacl extended permit tcp any any eq ssh
access-list 112 extended permit tcp object-group servers object-group clients eq www
access-list 112 extended permit tcp object-group servers object-group clients eq https
access-list 112 extended permit tcp object-group servers object-group clients eq ftp
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access-list 112 extended permit tcp object-group servers object-group clients eq telnet
access-list 112 extended permit udp object-group servers object-group clients eq 3386
access-list 112 extended permit udp object-group servers object-group clients eq 2123
access-list 112 extended permit tcp object-group servers object-group clients eq ssh
!
gtp-map GTPMAP ============================================================configured GTP
map to include the permit response cli
permit response to-object-group SGSNS from-object-group GGSNS
permit errors
!
pager lines 24
logging enable
logging timestamp
logging buffered debugging
mtu mgmt 1500
mtu inside 1500
mtu outside 1500
monitor-interface inside
monitor-interface outside
icmp permit any mgmt
icmp permit any inside
icmp permit any outside
asdm history enable
arp timeout 14400
nat-control
no xlate-bypass
static (outside,inside) 10.5.1.1 10.5.1.1 netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) 10.4.1.31 10.4.1.31 netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) 10.4.1.32 10.4.1.32 netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) 10.4.1.33 10.4.1.33 netmask 255.255.255.255
access-group OO in interface mgmt
access-group 111 in interface outside per-user-override
route inside 10.4.1.32 255.255.255.255 10.1.1.2 1
route inside 10.4.1.33 255.255.255.255 10.1.1.3 1
route outside 10.5.1.1 255.255.255.255 209.165.201.31 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00
timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect
0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
username cisco password 3USUcOPFUiMCO4Jk encrypted
no snmp-server location
no snmp-server contact
telnet timeout 5
ssh 171.69.42.198 255.255.255.255 mgmt
ssh timeout 5
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
!
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns maximum-length 512
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect http
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect smtp
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inspect sunrpc
inspect tftp
inspect xdmcp
inspect icmp
inspect gtp GTPMAP =========================================attached the GTP map to gtp
inspection in service policy
!
service-policy global_policy global
Cryptochecksum:3b1c3373e908cb9163d9aa1387478fa4
: end

H.323 検査
ここでは、H.323 アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定を変更する手順
について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「H.323 検査の概要」（P.22-49）
• 「H.323 の動作」（P.22-50）
• 「制限事項と制約事項」（P.22-51）
• 「H.323 検査のイネーブル化および設定」（P.22-52）
• 「H.225 設定を必要とするトポロジー」（P.22-51）
• 「H.225 マップ コマンド」（P.22-52）
• 「H.323 検査のイネーブル化および設定」（P.22-52）
• 「H.323 および H.225 タイムアウト値の設定」（P.22-55）
• 「H.323 検査の確認とモニタリング」（P.22-55）
• 「H.323 GUP サポート」（P.22-57）
• 「H.323 の設定例」（P.22-59）

H.323 検査の概要
H.323 検査は、H.323 準拠アプリケーション（Cisco CallManager および VocalTec Gatekeeper など）
をサポートします。H.323 は、LAN 上でのマルチメディア会議について国際電気通信連合が定義して
いるプロトコルのスイートです。FWSM は、One Call Signaling Channel 上の Multiple Calls の H.323
v3 機能など、バージョン 4 までの H.323 をサポートしています。また、H.323 Gatekeeper Update
Protocol（GUP）検査もサポートされています。GUP はシスコ独自のプロトコルであるため、
H.323-GUP 検査は、Cisco Gatekeeper デバイスが採用されているトポロジーにだけ関連します。
H.323 検査がイネーブルの場合、FWSM は、H.323 バージョン 3 で導入された同じコール シグナリン
グ チャネルでの複数コール機能をサポートします。この機能により、コール設定時間が短縮され、

FWSM 上のポートの使用も削減されます。
H.323 検査の 2 つの主要機能は次のとおりです。
• H.225 および H.245 メッセージに必要な組み込み IPv4 アドレスの NAT。H.323 メッセージは PER
エンコーディング形式でエンコードされているため、FWSM は ASN.1 デコーダを使用して H.323
メッセージをデコードします。

• ネゴシエーションされた H.245 および RTP/RTCP 接続の動的な割り当て。
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H.323 の動作
H.323 のプロトコルは、合計で、最大 2 つの TCP 接続と 4 ～ 6 つの UDP 接続を使用できます。
FastConnect は 1 つの TCP 接続だけを使用ます。RAS は登録、アドミッション、ステータスに 1 つの
UDP 接続を使用します。
H.323 クライアントは最初に、TCP ポート 1720 を使用して H.323 サーバへの TCP 接続を確立し、
Q.931 コール設定を要求します。コール設定プロセスの一環として、H.323 端末は H.245 TCP 接続に
使用するポート番号をクライアントに提供します。H.323 ゲートキーパーが使用されている環境では、
最初のパケットは UDP を使用して送信されます。
H.323 検査は Q.931 TCP 接続をモニタして、H.245 ポート番号を決定します。H.323 端末が、
FastConnect を使用していない場合は、FWSM が H.225 メッセージの検査に基づいて、H.245 接続を
ダイナミックに割り当てます。
各 H.245 メッセージ内で、H.323 エンドポイントは後続の UDP データ ストリームに使用されるポート
番号を交換します。H.323 検査は H.245 メッセージを検査してこれらのポートを識別し、メディア交
換用にダイナミックに接続を作成します。RTP はネゴシエートされたポート番号を使用し、RTCP は
その次に高いポート番号を使用します。

H.323 コントロール チャネルは H.225、H.245 および H.323 RAS を処理します。H.323 検査では、次
のポートが使用されます。
• UDP ポート 1718：ゲートキーパー検出
• UDP ポート 1719：RAS
• TCP ポート 1720：制御ポート

H.225 コール シグナリングについて、well-known の H.323 ポート 1720 のトラフィックを許可してお
く必要があります。ただし、H.245 シグナリング ポートは、H.225 シグナリング内のエンドポイント
の間でネゴシエートされます。H.323 ゲートキーパーが使用されると、FWSM は ACF メッセージの検
査に基づいて H.225 接続を開きます。
H.225 メッセージを検査した後、FWSM は H.245 チャネルを開き、H.245 チャネルで送信されるトラ
フィックも検査します。すなわち、FWSM を通過した H.245 メッセージはすべて H.245 アプリケー
ション検査を通過し、組み込み IP アドレスが NAT 処理され、H.245 メッセージでネゴシエートされた
メディア チャネルが開始されることを意味します。

H.323 ITU 標準では、信頼できる接続に送信する前に、メッセージ長を定義する TPKT ヘッダーを
H.225 および H.245 の前に配置することが規定されています。TPKT ヘッダーは、必ずしも H.225
メッセージや H.245 メッセージと同一の TCP パケットで送信される必要はないため、FWSM は、メッ
セージを正しく処理して復号化するために TPKT 長を記憶しておく必要があります。FWSM は、次の
メッセージに備えて、TPKT 長が含まれるレコードを接続ごとに保持します。
FWSM でメッセージ内の IP アドレスに NAT を行う必要がある場合、チェックサム、UUIE 長、およ
び TPKT（H.225 メッセージが入っている TCP パケットに含まれている場合）は変更されます。
TPKT が別の TCP パケットで送信される場合、FWSM がその TPKT へのプロキシ ACK を実行し、新
しい TPKT を新しい長さで H.245 メッセージに追加します。
（注）

FWSM では、TPKT のプロキシ ACK における TCP オプションはサポートしていません。
H.323 検査を通過するパケットが通る各 UDP 接続は、H.323 接続としてマークされ、timeout コマン
ドで設定された H.323 タイムアウト値でタイムアウトします。
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制限事項と制約事項
H.323 アプリケーション検査の一部の既知の問題と制限事項は、次のとおりです。
• スタティック PAT が、H.323 メッセージ内のオプション フィールドに埋め込まれている IP アドレ
スを正しく変換できないことがあります。この種の問題が発生した場合は、H.323 でスタティック
PAT を使用しないでください。
• NetMeeting クライアントが H.323 ゲートキーパーに登録し、同じく H.323 ゲートキーパーに登録
されている H.323 ゲートウェイを呼び出そうとすると、接続は確立されますが、どちらの方向で
も音声が聞こえません。この問題は FWSM とは無関係です。
• ネットワーク スタティック アドレスを設定した場合、このネットワーク スタティック アドレスが
第三者のネットマスクおよびアドレスと同じであると、すべての発信 H.323 接続が失敗します。
• H.323-GUP 検査では、ダイナミック NAT（PAT）はサポートされていません。

H.225 設定を必要とするトポロジー
FWSM を介して接続している H.323 エンドポイントの間でコール制御が発生したトポロジーでは、一
部の追加 H.225 設定が必要です（図 22-8 を参照）。
図 22-8

H.225 設定を必要とするトポロジー
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このトポロジーでは、FWSM の片側の Cisco CallManager と HSI の間で、もう片方の側の HSI と
Cisco CallManager エンドポイントの間で、コール シグナリングが発生します。それから、Cisco
CallManager と Cisco CallManager エンドポイントの間でコール制御が発生します。HSI と 1 つのエン
ドポイントが FWSM によって保護されたネットワーク上にあり、もう 1 つのエンドポイントが別の
ネットワーク上にある場合、H.225 設定を追加しないとコール制御は実施されません。
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FWSM は、このトポロジーの Cisco CallManager の存在を認識していません。セキュリティ アプライ
アンス経由で発生するパケット フローだけでは、FWSM はコールを成功させる適切なピンホールを
オープンできません。したがって、この事例ではいくつかの追加 H.225 設定が必要となります。
必要な設定を提供するには、HSI と HSI グループ内の関連エンドポイントを特定します。設定が完了
すると、FWSM は HSI を H.225 接続の通信ホストの 1 つと見なし、HSI グループ内のエンドポイント
の間で H.245 ホールをオープンします。実際の H.245 接続は、これらのピンホールの 1 つと一致し、
正しく実行されます。

H.225 マップ コマンド
H.225 マップにより、HSI が H.225 コール シグナリングに関与している場合に、FWSM は H.245 接続
のため、動的なポート固有のピンホールをオープンします。H.225 マップは、HSI および関連するエン
ドポイントに関する情報を提供します。この情報は、FWSM によって保護されたネットワーク セキュ
リティを損なうことなく、この接続を確立するのに必要です。
h225-map コマンドは、H.225 マップを作成します。1 つの H225 マップには、最大 5 つの HSI グルー
プを含めることができます。表 22-5 に、H.225 マップ コンフィギュレーション モードで利用可能なコ
マンドを示します。
表 22-5

H.225 コンフィギュレーション コマンド

コマンド

コンフィギュレーショ
ン モード

hsi-group

H.225 マップ コンフィ
ギュレーション モード

説明

HSI グループを定義し、HSI グループ コンフィギュレー
ション モードを開始します。各 HSI グループには最大で
10 個のエンドポイントを含めることができます。

hsi

HSI グループ コンフィ
ギュレーション モード

HSI を特定します。

endpoint

HSI グループ コンフィ
ギュレーション モード

HSI グループ内の 1 つまたは複数のエンドポイントを特定
します。

H.323 検査のイネーブル化および設定
H.323 検査はデフォルトではイネーブルです。
H.225 マップのオプション使用を含めた、H.323 検査をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

H.323 トラフィックに必要なポートを識別する ACE を持つアクセス リストを定義するには、ACE ご
とに次のコマンドを入力します。
hostname(config)# access-list acl-name permit {udp | tcp} any any eq port

acl-name はアクセス リストに割り当てられた名前で、port は ACE が識別する H.323 ポートです。
標準ポートは、UDP ポート 1718 と 1719、TCP ポート 1720 です。
ステップ 2

H.323 トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更
します。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#
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class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

match access-list コマンドを使用して、ステップ 1 で作成したアクセス リストで H.323 トラフィック
を識別します。
hostname(config-cmap)# match access-list acl-name

ステップ 4

（任意）ネットワーク トポロジーで必要な場合、H.225 マップを設定します。ネットワークが H.225
マップを必要とするかどうかについては、「H.225 設定を必要とするトポロジー」（P.22-51）を参照し
てください。H.225 マップを作成および設定するには、次の手順を実行します。

a. H.225 マップを作成します。
hostname(config)# h225-map map_name
hostname(config-h225-map)#

システムは H.225 マップ コンフィギュレーション モードを開始し、CLI プロンプトがそれに応じ
て変わります。

b. HSI グループを識別します。そのためには、hsi-group コマンドを次のように使用します。
hostname(config-h225-map)# hsi-group group_ID
hostname(config-h225-map-hsi-grp)#

group_ID は、0 ～ 2147483647 の番号で、HSI グループを識別します。
（注）

H.225 マップ単位で許可された HSI グループの最大数は 5 です。

システムは HSI グループ コンフィギュレーション モードを開始し、CLI プロンプトがそれに応じ
て変わります。

c. グループの HSI を定義します。
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi ip_address

ip_address は、HSI のアドレスです。
d. 最大 10 個のエンドポイントを定義します。そのためには、エンドポイントごとに endpoint コマ
ンドを 1 回、次のように使用します。
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint ip_address interface

interface は、エンドポイントに接続された FWSM 上のインターフェイスです。ip_address は、そ
のエンドポイントのアドレスです。
e. 追加の HSI グループを作成する場合、ステップ b. ～ d. を繰り返します。
ステップ 5

H.323 インスペクション エンジンを H.323 トラフィックに適用するために使用するポリシー マップを
作成するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次の
ように使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 6

ステップ 2 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは H.323 トラフィックを識別し
ます。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#
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class_map_name は、ステップ 2 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 7

H.323 アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、inspect h323 コマンドを次のよう
に使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 [h225 map_name]
hostname(config-pmap-c)#

map_name は、ステップ 4（任意）で作成した H.225 マップです。
ステップ 8

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 5 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに H.323 トラフィックの検査を開始します。

例 22-8

H.225 マップを使用しない場合の H.323 検査の設定

次の例に示すように、H.323 インスペクション エンジンをイネーブルにします。この例では、デフォ
ルト ポート（1720）上の H.323 トラフィックと一致するクラス マップを作成します。その後、サービ
ス ポリシーは外部インターフェイスに適用されます。
hostname(config)# access-list h323_acl permit udp any
hostname(config)# access-list h323_acl permit udp any
hostname(config)# access-list h323_acl permit tcp any
hostname(config)# class-map h323-traffic
hostname(config-cmap)# match access-list h323_acl
hostname(config-cmap)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class h323_port
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 ras
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 h225
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy
hostname(config)#

any eq 1718
any eq 1719
any eq 1720

interface outside

例 22-9 には、H.323 設定全体の一部として、2 つの HSI グループを持った H.225 マップが含まれま
す。
例 22-9

H.225 マップを使用した場合の H.323 検査の設定

hostname(config)# access-list h323_acl permit udp any any eq 1718
hostname(config)# access-list h323_acl permit udp any any eq 1719
hostname(config)# access-list h323_acl permit tcp any any eq 1720
hostname(config)# class-map h323-traffic
hostname(config-cmap)# match access-list h323_acl
hostname(config-cmap)# h225-map sample_map
hostname(config-h225-map)# hsi-group 1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 10.10.15.11
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.3.6.1 inside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.10.25.5 outside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class h323_port
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hostname(config-pmap-c)# inspect h323 ras
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 h225 sample_map
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside
hostname(config)#

H.323 および H.225 タイムアウト値の設定
H.225 シグナリング接続を閉じるまでのアイドル時間を設定するには、timeout h225 コマンドを使用
します。H.225 タイムアウトのデフォルトは 1 時間です。
H.323 制御接続を閉じるまでのアイドル時間を設定するには、timeout h323 コマンドを使用します。
デフォルトは 5 分です。

H.323 検査の確認とモニタリング
ここでは、H.323 セッションに関する情報を表示する方法について説明します。ここでは、次の内容に
ついて説明します。

• 「H.225 セッションのモニタリング」（P.22-55）
• 「H.245 セッションのモニタリング」（P.22-56）
• 「H.323 RAS セッションのモニタリング」（P.22-56）

H.225 セッションのモニタリング
show h225 コマンドは、FWSM を越えて確立された H.225 セッションの情報を表示します。debug
h323 h225 event、debug h323 h245 event、および show local-host コマンドとともに、このコマンド
は H.323 インスペクション エンジンの問題のトラブルシューティングに使用します。
show h225、show h245、または show h323-ras コマンドを入力する前に、pager コマンドを設定する
ことをお勧めします。多くのセッション レコードが存在し、pager コマンドが設定されていない場合、
show コマンドの出力が最後まで到達するには、しばらく時間がかかることがあります。接続数が異常
に多い場合、デフォルト タイムアウト値またはユーザが設定した値に基づいてセッションがタイムア
ウトしていないかどうかを確認します。セッションがタイムアウトしていない場合、調査が必要な問題
が存在します。
次に、show h225 コマンドの出力例を示します。
hostname# show h225
Total H.323 Calls: 1
1 Concurrent Call(s) for
Local:
10.130.56.3/1040
1. CRV 9861
Local:
10.130.56.3/1040
0 Concurrent Call(s) for
Local:
10.130.56.4/1050

Foreign: 172.30.254.203/1720
Foreign: 172.30.254.203/1720
Foreign: 172.30.254.205/1720

この出力は、現在 FWSM を通過しているアクティブ H.323 コールが 1 つ、ローカル エンドポイント
10.130.56.3 と外部のホスト 172.30.254.203 の間にあることを示しています。また、これらの特定のエ
ンドポイントの間に、同時コールが 1 つあり、そのコールの CRV が 9861 であることを示しています。
ローカル エンドポイント 10.130.56.4 と外部ホスト 172.30.254.205 に対して、同時コールは 0 です。
これは、エンドポイント間に H.225 セッションが存在していても、アクティブなコールは存在しない
ことを意味しています。この状況は、show h225 コマンドの実行時にコールはすでに終了しているが、
H.225 セッションがまだ削除されていない場合に発生することがあります。または、2 つのエンドポイ
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ントが「maintainConnection」を TRUE に設定しているため、エンドポイント間の TCP 接続がまだ開
いたままになっていることを意味する可能性もあります。したがって、2 つのエンドポイントが
「maintainConnection」を FALSE に再設定するまで、またはセッションがコンフィギュレーション内
の H.225 タイムアウト値に基づいてタイムアウトするまで、セッションは開いたままになります。

H.245 セッションのモニタリング
show h245 コマンドは、スロースタートを使用しているエンドポイントが FWSM を越えて確立された
H.245 セッションに関する情報を表示します。スロースタートは、コールの 2 つのエンドポイントが
H.245 用の別の TCP コントロール チャネルを開いた場合です。高速スタートでは、H.245 メッセージ
が H.225 メッセージの一部として H.225 コントロール チャネルで交換されます）。debug h323 h245
event、debug h323 h225 event、および show local-host コマンドとともに、このコマンドは H.323 イ
ンスペクション エンジンの問題のトラブルシューティングに使用します。
次に、show h245 コマンドの出力例を示します。
hostname# show h245
Total: 1
LOCAL
TPKT
FOREIGN
TPKT
1
10.130.56.3/1041
0
172.30.254.203/1245
0
MEDIA: LCN 258 Foreign 172.30.254.203 RTP 49608 RTCP 49609
Local
10.130.56.3 RTP 49608 RTCP 49609
MEDIA: LCN 259 Foreign 172.30.254.203 RTP 49606 RTCP 49607
Local
10.130.56.3 RTP 49606 RTCP 49607

現在、FWSM を越える 1 つの H.245 コントロール セッションがアクティブです。ローカル エンドポイ
ントは 10.130.56.3 で、TPKT 値が 0 のため、このエンドポイントからの次のパケットが TPKT ヘッ
ダーを持つことが予想されます。TKTP ヘッダーは、各 H.225/H.245 メッセージの前に送られる 4 バ
イトのヘッダーです。このヘッダーで、この 4 バイトのヘッダーを含むメッセージの長さがわかりま
す。外部のホストのエンドポイントは、172.30.254.203 であり、TPKT 値が 0 であることから、この
エンドポイントからの次のパケットには TPKT ヘッダーがあると予測します。
これらのエンドポイント間でネゴシエートされたメディアには、258 という LCN があり、外部に
172.30.254.203/49608 という RTP IP アドレス / ポート ペアと 172.30.254.203/49609 という RTCP IP
アドレス / ポート ペアを持ち、ローカルに 10.130.56.3/49608 という RTP IP アドレス / ポート ペアと
49609 という RTCP ポートを持っています。

259 という 2 番目の LCN には、外部に 172.30.254.203/49606 という RTP IP アドレス / ポート ペアと
172.30.254.203/49607 という RTCP IP アドレス / ポート ペアがあり、ローカルに 10.130.56.3/49606
という RTP IP アドレス / ポート ペアと 49607 という RTCP ポートを持っています。

H.323 RAS セッションのモニタリング
show h323-ras コマンドは、ゲートキーパーとその H.323 エンドポイントの間で FWSM を越えて確立
された H.323 RAS セッションの情報を表示します。debug h323 ras event および show local-host コ
マンドとともに、このコマンドは H.323 RAS インスペクション エンジンの問題のトラブルシューティ
ングに使用します。

show h323-ras コマンドは、H.323 インスペクション エンジンの問題のトラブルシューティングに使
用される接続情報を表示します。次に、show h323-ras コマンドの出力例を示します。
hostname# show h323-ras
Total: 1
GK
Caller
172.30.254.214 10.130.56.14

この出力では、ゲートキーパー 172.30.254.214 とそのクライアント 10.130.56.14 の間にアクティブな
登録が 1 つあることを示しています。
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H.323 GUP サポート
H.323-GUP 機能は、H.323-RAS 接続からの H.323-GUP 接続用のセカンダリ チャネルを作成したり、
GUP メッセージに組み込まれたアドレスを変換（NAT 処理）したりするために使用されます。この機
能により、ゲートキーパーがファイアウォール経由で相互に通信できるようになります。

H.323-GUP を明示的にイネーブルにする必要はありません。この機能を利用するには、（UDP ポート
1719 を許可した）適切なアクセス リストを使用して H.323-RAS 検査をイネーブルにします。
制限事項

• GUP はシスコ独自のプロトコルであるため、H.323-GUP 検査は、Cisco Gatekeeper デバイスが採
用されているトポロジーにだけ関連します。

• H.323 GUP 検査では、ダイナミック NAT およびダイナミック PAT はサポートされていません。

H.323 GUP の設定
図 22-9 に、H.323 GUP サポートを使用するように構成された H.323 検査トポロジーを示します。
図 22-9

H.323 GUP サポートを使用した場合の H.323 検査の設定

Inside

H.323 zone

Outside

Firewall Service Module
(FWSM)

In Gatekeeper

RAS message on UDP 1719

Gatekeeper

GUP session
vlan50

Gateway

191374

Gateway

vlan100

Analog phone

Analog phone

図 22-9 には、次の設定が適用されます。
firewall transparent
hostname FWSM
!
interface Vlan50
nameif inside
bridge-group 1
security-level 100
!
interface Vlan100
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nameif outside
bridge-group 1
security-level 0
!
interface BVI1
ip address 10.0.0.8 255.255.255.0
!
access-list h323-gup-permit extended permit udp any any eq 1719
access-group h323-gup-permit in interface inside
access-group h323-gup-permit in interface outside

（注）

RAS 検査は、GUP プロトコルを実行しているゲートキーパーが経由するインターフェイスに対してイ
ネーブルにする必要があります。この例では、内部インターフェイスと外部インターフェイスの両方に
対して RAS 検査がイネーブルになっています。
外部ゲートキーパー（GK）の設定は次のとおりです。
gatekeeper
zone local GK cisco.com 10.0.0.6
zone cluster local gup-cluster GK
element inGK 10.0.0.7 1719

内部ゲートキーパー（inGK）の設定は次のとおりです。
gatekeeper
zone local inGK cisco.com 10.0.0.7
zone cluster local gup-cluster inGK
element GK 10.0.0.6 1719

次に、この設定で H.323 GUP セッションが確立された場合の show h323 gup コマンドの出力例を示し
ます。
hostname(config)# show h323 gup
No.
1

LOCAL
inside:10.0.0.7/15970

FOREIGN
Outside:209.165.201.6/22754

次に、show conn コマンドの出力例を示します。この例は、フラグ n でマーク付けされた H.323 ゲー
トキーパーおよび H.323 GUP 接続間で確立されたセカンダリ チャネルを示しています。
hostname(config)# show conn
3 in use, 37 most used
Network Processor 1 connection
UDP out 209.165.201.6:1719 in 10.0.0.7:1719 idle 0:00:45 Bytes 672
FLAGS - H
TCP out 209.165.201.6:22754 in 10.0.0.7:15970 idle 0:00:04 Bytes 1188 FLAGS - UBIn
Network Processor 2 connections
Multicast sessions:
Network Processor 1 connection
Network Processor 2 connections
IPv6 connections:
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H.323 の設定例
図 22-10 に、H.323 検査の設定例を示します。

4085550100

H.323 検査の設定

R2

R1
vlan 100

Analog
phone

Cisco 3745
H.323 Gateway

outside
209.100.100.2

inside
10.100.100.2

Firewall Service Module
(FWSM)

4085550199

vlan 50
Cisco 3745
H.323 Gateway

Analog
phone

191991

図 22-10

Cisco 3745
Gatekeeper

外部インターフェイス上の IOS H.323 ゲートウェイ（ルータ R2）の設定は次のとおりです。
hostname(config)#hostname R2
hostname(config)#interface FastEthernet0/1
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.1 255.0.0.0
hostname(config-if)#no shut
hostname(config-if)#exit
hostname(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 209.165.201.2
hostname(config)#voice-port 1/0/0
hostname(config-voiceport)#no shut
hostname(config-voiceport)#exit
hostname(config)#gateway
hostname(config-gateway)#
hostname(config-gateway)#exit
hostname(config)#ip cef
hostname(config)#int f0/1
hostname(config-if)#h323-gateway voip interface
hostname(config-if)#h323-gateway voip id inGK ipaddr 10.0.0.6
hostname(config-if)#h323-gateway voip h323-id R2

H.323 プロトコルを使用して宛先番号 408555010991 への音声コールを転送するようにダイヤル ピア
を設定します。
hostname(config)#dial-peer voice 101 voip
hostname(config-dial-peer)#destination-pattern 40855501099
hostname(config-dial-peer)#session target ras
hostname(config-dial-peer)#exit

4085550100 への音声コールをルータ R2 の音声ポート 1/0/0 に転送するようにダイヤル ピアを設定し
ます。
hostname(config)#dial-peer voice 102 pots
hostname(config-dial-peer)#destination-pattern 4085550100
hostname(config-dial-peer)#port 1/0/0
hostname(config-dial-peer)#exit
hostname(config)#exit

内部インターフェイス上の IOS H.323 ゲートウェイ（ルータ R1）の設定は次のとおりです。
hostname(config)#hostname R1
hostname(config)#interface FastEthernet0/1
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hostname(config-if)# ip address 10.100.100.1 255.0.0.0
hostname(config-if)#no shut
hostname(config-if)#ip route 209.165.201.0 255.0.0.0 10.100.100.2
hostname(config)#
hostname(config)#voice-port 3/0/0
hostname(config-voiceport)#no shut
hostname(config-voiceport)#exit
hostname(config)#gateway
hostname(config-gateway)#exit
hostname(config)#ip cef
hostname(config)#int fastethernet0/1
hostname(config-if)#h323-gateway voip interface
hostname(config-if)#h323-gateway voip id inGK ipaddr 10.0.0.6
hostname(config-if)#h323-gateway voip h323-id R1
hostname(config-if)#exit

H.323 プロトコルを使用して宛先 4085550100 へのすべての音声コールを転送します。
hostname(config)#dial-peer voice 101 voip
hostname(config-dial-peer)#destination-pattern 4085550100
hostname(config-dial-peer)#session target ras

宛先 4085550199 へのすべての音声コールを音声ポート 3/0/0 に転送します。
hostname(config)#dial-peer voice 102 pots
hostname(config-dial-peer)#destination-pattern 4085550199
hostname(config-dial-peer)#port 3/0/0
hostname(config-dial-peer)#^Z

内部インターフェイス上の IOS H.323 ゲートキーパー（ルータ inGK）の設定は次のとおりです。
hostname(config)#hostname inGK
hostname(config)#interface FastEthernet0/1
hostname(config-if)# ip address 10.0.0.6 255.0.0.0
hostname(config-if)#no shut
hostname(config-if)#exit
hostname(config)#gatekeeper
hostname(config-gk)#zone local inGK cisco.com 10.0.0.6
hostname(config-gk)#no shut
hostname(config)#
hostname(config)#ip route 209.165.201.0 255.0.0.0 10.100.100.2

H.323 検査用の FWSM の設定は次のとおりです。
hostname# config t
hostname(config)# interface Vlan100
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.2 255.0.0.0
hostname(config-if)#
hostname(config-if)# interface Vlan50
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# ip address 10.100.100.2 255.0.0.0
hostname(config-if)#
hostname(config-if)# access-list voice extended permit udp any any eq 1719
hostname(config)# access-list voice extended permit tcp any any eq h323
hostname(config)#
hostname(config)# access-group voice in interface outside
hostname(config)# access-group voice in interface inside
hostname(config)#
hostname(config)# policy-map global_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
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hostname(config-pmap-c)# inspect h323 h225
hostname(config-pmap-c)#
inspect h323 ras
hostname(config-pmap-c)#

次に、show conn の出力例を示します。この例は、H.323 メディア接続およびコントロール（h フラグ
でマーク付けされた接続および show h225 の出力）を示しています。
FWSM/admin# show conn
4 in use, 7 most used
Network Processor 1 connections
UDP out 209.165.201.1:52906 in 10.0.0.6:1719 idle 0:00:07 Bytes 5162
FLAGS - H
TCP out 209.165.201.1:1720 in 10.100.100.1:12139 idle 0:00:54 Bytes 1307 FLAGS - UOIh
UDP out 209.165.201.1:19253 in 10.100.100.1:17815 idle 0:00:03 Bytes 13012
FLAGS - H
UDP out 209.165.201.1:19252 in 10.100.100.1:17814 idle 0:00:00 Bytes 1370400
FLAGS - H
Network Processor 2 connections
Multicast sessions:
Network Processor 1 connections
Network Processor 2 connections
IPv6 connections:
FWSM/admin# show h225
Total: 1
1 Concurrent Call(s) for
Local: 10.100.100.1/12139 Foreign: 209.165.201.1/1720
0 CRV: 2
Local: 10.100.100.1/12139 TPKT: 211
Foreign: 209.165.201.1/1720

TPKT: 113

HTTP 検査
ここでは、HTTP インスペクション エンジンの機能と、その設定を変更する手順について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「HTTP 検査の概要」（P.22-61）
• 「検査制御を追加するための HTTP 検査ポリシーマップの設定」（P.22-62）

HTTP 検査の概要
HTTP インスペクション エンジンを使用して、特定の攻撃、および HTTP トラフィックに関係する可
能性があるその他の脅威から保護します。HTTP 検査では、いくつかの機能を実行します。
• 拡張 HTTP 検査
• Java および ActiveX のフィルタリング

2 つめの機能は、filter コマンドとともに設定します。フィルタリングの詳細については、第 18 章
「フィルタリング サービスの適用」を参照してください。

（注）

また、no inspect http コマンドは、filter url コマンドをディセーブルにします。
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拡張 HTTP 検査機能は、アプリケーション ファイアウォールとして知られており、HTTP マップを設
定するときに使用できます（「検査制御を追加するための HTTP 検査ポリシーマップの設定」を参照）。
この機能は、攻撃側がネットワーク セキュリティ ポリシーを回避するため HTTP メッセージを使用す
るのを防ぎます。この機能は次の HTTP メッセージすべてを確認します。

• RFC 2616 への準拠
• RFC で定義された方式だけを使用していること
• 追加の基準への準拠

検査制御を追加するための HTTP 検査ポリシーマップの設定
メッセージがパラメータに違反したときのアクションを指定するには、HTTP 検査ポリシーマップを作
成します。その後、
「アプリケーション検査の設定」
（P.22-7）に従って HTTP 検査をイネーブルにする
ときに検査ポリシー マップを適用できます。

（注）

HTTP 検査ポリシーマップを使用して HTTP 検査をイネーブルにすると、デフォルトでは、アクショ
ン reset および log を使用した厳密な HTTP 検査がイネーブルになります。検査に合格しない場合に実
行されるアクションは変更できますが、検査ポリシーマップがイネーブルのままである限り、厳密な検
査をディセーブルにすることはできません。

HTTP 検査ポリシーマップを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

（任意）「正規表現の作成」（P.20-11）に従って、1 つ以上の正規表現をトラフィック照合コマンドに追
加して使用できるようにします。ステップ 3 に記載されている match コマンドで照合できるテキスト
のタイプを参照してください。

ステップ 2

（任意）「正規表現クラス マップの作成」（P.20-14）に従って、1 つ以上の正規表現のクラスマップを作
成して正規表現をグループ化します。

ステップ 3

（任意）次の手順に従って、HTTP 検査のクラスマップを作成します。
クラスマップは複数のトラフィックとの照合をグループ化します。クラスマップと一致するには、トラ
フィックは、すべての match コマンドと一致する必要があります。または、match コマンドを直接ポ
リシーマップに指定できます。クラスマップを作成することと検査ポリシーマップでトラフィックとの
照合を直接定義することの違いは、クラスマップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利
用できるということです。
クラスマップと照合しないトラフィックを指定するには、match not コマンドを使用します。たとえ
ば、match not コマンドで文字列「example.com」を指定すると、「example.com」が含まれるすべて
のトラフィックはクラスマップと照合されません。
このクラスマップで特定するトラフィックに対して、ドロップ、接続のドロップ、リセット、マスク、
レート制限の設定、接続のロギングなどのアクションを検査ポリシーマップに指定できます。

match コマンドごとに異なるアクションを実行する場合、ポリシーマップに直接トラフィックを特定
する必要があります。
a. 次のコマンドを入力して、クラスマップを作成します。
hostname(config)# class-map type inspect http [match-all | match-any] class_map_name
hostname(config-cmap)#
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class_map_name には、クラスマップの名前を指定します。match-all キーワードはデフォルトで
す。トラフィックがクラスマップと一致するには、すべての基準と一致する必要があることを指定
します。match-any キーワードは、トラフィックが少なくとも基準の 1 つに一致したらクラス
マップと一致することを指定します。CLI がクラスマップ コンフィギュレーション モードに入り、
1 つ以上の match コマンドを入力できます。

b. （任意）クラスマップに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-cmap)# description string

c. （任意）HTTP 応答の content-type フィールドが、対応する HTTP 要求メッセージの accept フィー
ルドと一致しないトラフィックを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] req-resp content-type mismatch

d. （任意）HTTP 要求メッセージの引数に含まれるテキストを照合するには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config-cmap)# match [not] request args regex [regex_name | class
regex_class_name]

regex_name には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class regex_class_name には、
ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
e. （任意）HTTP 要求メッセージ本文に含まれるテキストを照合するか、または HTTP 要求メッセー
ジ本文の最大長を超えるトラフィックを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] request body {regex [regex_name | class
regex_class_name] | length gt max_bytes}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。length gt
max_bytes には、メッセージ本文の最大長をバイト単位で指定します。
f. （任意）HTTP 要求メッセージ ヘッダーに含まれるテキストを照合するか、ヘッダーのカウントま
たは長さを制限するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] request header {[field]
[regex [regex_name | class regex_class_name]] |
[length gt max_length_bytes | count gt max_count_bytes]}

field には、事前定義済みのメッセージ ヘッダーのキーワードを指定します。regex regex_name 引
数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class regex_class_name には、ステップ 2
で作成した正規表現のクラスマップを指定します。length gt max_bytes には、メッセージ本文の
最大長をバイト単位で指定します。count gt max_count には、ヘッダー フィールドの最大数を指
定します。

g. （任意）HTTP 要求メッセージ方式に含まれるテキストを照合するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config-cmap)# match [not] request method {[method] |
[regex [regex_name | class regex_class_name]]

method には、事前定義済みのメッセージ方式のキーワードを指定します。regex regex_name 引数
には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class regex_class_name には、ステップ 2 で
作成した正規表現のクラスマップを指定します。

h. （任意）HTTP 要求メッセージの URI に含まれるテキストを照合するには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config-cmap)# match [not] request uri {regex [regex_name | class
regex_class_name] | length gt max_bytes}
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regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。length gt
max_bytes には、メッセージ本文の最大長をバイト単位で指定します。
i. （任意）HTTP 応答メッセージの本文に含まれるテキストを照合するか、Java アプレットおよび
Active X オブジェクト タグをコメントアウトしてフィルタリングするには、次のコマンドを入力
します。
hostname(config-cmap)# match [not] response body {[active-x] | [java-applet] |
[regex [regex_name | class regex_class_name]] | length gt max_bytes}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。length gt
max_bytes には、メッセージ本文の最大長をバイト単位で指定します。
j. （任意）HTTP 応答メッセージ ヘッダーに含まれるテキストを照合するか、ヘッダーのカウントま
たは長さを制限するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] response header {[field]
[regex [regex_name | class regex_class_name]] |
[length gt max_length_bytes | count gt max_count]}

field には、事前定義済みのメッセージ ヘッダーのキーワードを指定します。regex regex_name 引
数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class regex_class_name には、ステップ 2
で作成した正規表現のクラスマップを指定します。length gt max_bytes には、メッセージ本文の
最大長をバイト単位で指定します。count gt max_count には、ヘッダー フィールドの最大数を指
定します。

k. （任意）HTTP 応答メッセージのステータス行に含まれるテキストを照合するには、次のコマンド
を入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] response status-line {regex [regex_name | class
regex_class_name]}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
ステップ 4

HTTP 検査ポリシーマップを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map type inspect http policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name には、ポリシーマップの名前を指定します。CLI はポリシーマップ コンフィギュ
レーション モードに入ります。
ステップ 5

（任意）このポリシーマップに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-pmap)# description string

ステップ 6

一致トラフィックにアクションを適用するには、次の手順に従います。

a. 次のいずれかの方法を使用して、アクションを実行するトラフィックを指定します。
• 次のコマンドを入力して、ステップ 3 で作成した HTTP クラスマップを指定します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

• ステップ 3 で説明されている match コマンドのいずれかを使用して、ポリシーマップに直接
トラフィックを指定します。match not コマンドを使用すると、match not コマンドの基準に
一致しないすべてのトラフィックにアクションが適用されます。

b. 次のコマンドを入力して、一致したトラフィックに対して実行するアクションを指定します。
hostname(config-pmap-c)# {[drop-connection [send-protocol-error]| reset] [log]}
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各 match コマンドまたは class コマンドですべてのオプションを使用できるわけではありません。
使用できる正確なオプションについては、CLI ヘルプまたは『Catalyst 6500 Series Switch and
Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

drop-connection キーワードを指定すると、パケットをドロップし、接続を閉じます。
reset キーワードを指定すると、パケットをドロップして接続を閉じ、サーバとクライアントの両
方またはいずれかに TCP リセットを送信します。
log キーワードを指定すると、システム ログ メッセージを送信します。このキーワードは単独で、
または他のキーワードのいずれかと一緒に使用できます。
ポリシー マップでは、複数の class コマンドまたは match コマンドを指定できます。class コマンドと
match コマンドの順序については、「検査ポリシーマップのアクションの定義」（P.20-7）を参照してく
ださい。
ステップ 7

インスペクション エンジンに影響のあるパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

a. パラメータ コンフィギュレーション モードに入るには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap)# parameters
hostname(config-pmap-p)#

b. HTTP のプロトコル違反があるかどうかチェックするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# protocol-violation [action [drop-connection | reset | log]]

drop-connection アクションを指定すると、接続を閉じます。reset アクションを指定すると、接
続を閉じ、クライアントに TCP リセットを送信します。log アクションを指定すると、ポリシー
マップがトラフィックに一致したときにシステム ログ メッセージを送信します。

c. バナーを難読化するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# mask-banner

mask-banner コマンドは、policy-map type inspect が設定されている場合のデフォルト値です。
ただし、no mask-banner を入力してデフォルト値を変更できます。
d. ヘッダーのサーバ フィールドの文字列を置き換えるには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# spoof-server string

string 引数には、ヘッダーのサーバ フィールドと置き換える文字列を指定します。注：WebVPN
ストリームは、spoof-server コマンドの対象とはなりません。

次に、HTTP 検査ポリシー マップを定義する例を示します。この例では、「GET」または「PUT」メ
ソッドで「www\.example.com/.*\.asp」または「www\.example[0-9][0-9]\.com」にアクセスを試みる
HTTP 接続を許可し、ログに記録しています。他の URL/ メソッドの組み合わせはすべて許可され、ロ
グには記録されません。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

regex
regex
regex
regex

url1 “www\.example.com/.*\.asp”
url2 “www\.example[0-9][0-9]\.com”
get “GET”
put “PUT”

hostname(config)# class-map type regex match-any url_to_log
hostname(config-cmap)# match regex url1
hostname(config-cmap)# match regex url2
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# class-map type regex match-any methods_to_log
hostname(config-cmap)# match regex get
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hostname(config-cmap)# match regex put
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# class-map type inspect http http_url_policy
hostname(config-cmap)# match request uri regex class url_to_log
hostname(config-cmap)# match request method regex class methods_to_log
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map type inspect http http_policy
hostname(config-pmap)# class http_url_policy
hostname(config-pmap-c)# log

ICMP 検査
ICMP 検査は、デフォルトではディセーブルです。
ICMP 検査の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』の inspect icmp および inspect icmp error コマンド ページを
参照してください。

ILS 検査
ILS 検査は、デフォルトではディセーブルです。
ILS 検査の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』の inspect ils コマンド ページを参照してください。

MGCP 検査
ここでは、MGCP アプリケーション検査をイネーブルにして設定し、デフォルトのポート設定を変更
する手順について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「MGCP 検査の概要」（P.22-66）
• 「MGCP コール エージェントおよびゲートウェイの設定」（P.22-68）
• 「MGCP 検査の設定およびイネーブル化」（P.22-69）
• 「MGCP タイムアウト値の設定」（P.22-71）
• 「MGCP 検査の確認とモニタリング」（P.22-71）
• 「MGCP の設定例」（P.22-72）

MGCP 検査の概要
MGCP は、メディア ゲートウェイ コントローラまたはコール エージェントと呼ばれる外部コール制御
エレメントからメディア ゲートウェイを制御するために使用するマスター / スレーブ プロトコルです。
メディア ゲートウェイは、通常、電話回線で伝送されるオーディオ信号と、インターネットまたは他
のパケット ネットワークで伝送されるデータ パケットの間の変換を行うネットワーク要素です。
MGCP で NAT および PAT を使用すると、限定された外部（グローバル）アドレス セットで内部ネッ
トワーク上の多数のデバイスをサポートできます。次に、メディア ゲートウェイの例を示します。
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• トランキング ゲートウェイ。電話網と Voice over IP（VoIP）ネットワーク間のインターフェイス
です。このようなゲートウェイでは、一般的に、大量のデジタル回線を管理します。

• レジデンシャル ゲートウェイ。VoIP ネットワークに従来のアナログ（RJ11）インターフェイスを
提供します。レジデンシャル ゲートウェイの例としては、ケーブル モデム / ケーブル セットトッ
プ ボックス、xDSL デバイス、ブロードバンド ワイヤレス デバイスなどがあります。
• ビジネス ゲートウェイ。VoIP ネットワークに従来のデジタル PBX（構内交換機）インターフェイ
スまたは統合ソフト PBX インターフェイスを提供します。

MGCP メッセージは UDP を介して送信されます。応答は、コマンドの送信元（IP アドレスおよび
UDP ポート番号）に返送されますが、コマンドの宛先と同じアドレスから応答が戻されるとはかぎり
ません。これは、フェールオーバー コンフィギュレーションで複数のコール エージェントが使用され
ており、コマンドを受信したコール エージェントがバックアップ コール エージェントに制御を渡した
後、バックアップ コール エージェントが応答を送信した場合に発生する可能性があります。図 22-11
に、MGCP でどのように NAT が使用されるかを示します。
図 22-11

NAT と MGCP の使用
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MGCP エンドポイントは、物理または仮想のデータ送信元および宛先です。メディア ゲートウェイに
は、他のマルチメディア エンドポイントとのメディア セッションを確立して制御するために、コール
エージェントが接続を作成、変更、および削除できるエンドポイントが含まれています。また、コール
エージェントは、特定のイベントを検出してシグナルを生成するようにエンドポイントに指示できま
す。エンドポイントは、サービス状態の変化を自動的にコール エージェントに伝達します。

MGCP トランザクションは、コマンドと必須応答で構成されます。8 つのコマンド タイプがあります。
• CreateConnection
• ModifyConnection
• DeleteConnection
• NotificationRequest
• Notify
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• AuditEndpoint
• AuditConnection
• RestartInProgress
最初の 4 つのコマンドは、コール エージェントからゲートウェイに送信されます。Notify コマンドは、
ゲートウェイからコール エージェントに送信されます。ゲートウェイは、DeleteConnection コマンド
も送信します。MGCP ゲートウェイをコール エージェントに登録するには、RestartInProgress コマン
ドを使用します。AuditEndpoint コマンドおよび AuditConnection コマンドは、コール エージェントか
らゲートウェイに送信されます。
すべてのコマンドは、コマンド ヘッダーと、その後ろに続くオプションのセッション記述で構成され
ます。すべての応答は、応答ヘッダーと、その後ろに続くオプションのセッション記述で構成されま
す。

MGCP を使用するには、通常、次の 2 つのポートに送信されるトラフィックの検査を設定する必要が
あります。
• ゲートウェイがコール エージェントからのコマンドを受信するポート。通常、ゲートウェイは
UDP ポート 2427 を受信します。
• コール エージェントがゲートウェイからのコマンドを受信するポート。通常、コールエージェン
トは UDP ポート 2727 を受信します。

（注）

MGCP 検査では、MGCP シグナリングと RTP データで異なる IP アドレスを使用することはサポート
されていません。一般的かつ推奨される方法は、ループバック IP アドレスや仮想 IP アドレスなどの復
元力のある IP アドレスから RTP データを送信することです。ただし、FWSM は、MGCP シグナリン
グと同じアドレスから RTP データを受信する必要があります。

MGCP コール エージェントおよびゲートウェイの設定
1 つ以上のゲートウェイを管理できるコール エージェントのグループを指定するには、call-agent コマ
ンドを使用します。コール エージェントのグループの情報は、このグループ内のコール エージェント
（ゲートウェイがコマンドを送信する先のコール エージェント以外）の接続を開くために使用され、す
べてのコール エージェントが応答を送信できるようになります。同じ group_id を持つコール エージェ
ントは、同じグループに属します。1 つのコール エージェントが複数のグループに属する場合もありま
す。group_id オプションは、0 ～ 4294967295 の数字です。ip_address オプションは、コール エー
ジェントの IP アドレスを指定します。
コール エージェント グループを指定するには、MGCP マップ コンフィギュレーション モードで
call-agent コマンドを入力します。これは、グローバル コンフィギュレーション モードで mgcp-map
コマンドを入力することで利用できます。

（注）

コール エージェントを使用して MGCP ゲートウェイを制御しても、ゲートウェイ間のコールは制限さ
れません。たとえば、FWSM では、mgcp-map コマンドを使用して設定されたコール エージェントま
たはゲートウェイ IP アドレスに基づく音声コールは拒否されません。ゲートウェイでは、mgcp-map
コマンドを使用して設定されていない音声コールも実行できます。
特定のグループを管理しているコール エージェントのグループを指定するには、gateway コマンドを
使用します。ゲートウェイの IP アドレスは、ip_address オプションで指定します。group_id オプショ
ンは、0 ～ 4294967295 の数値であり、この数値はゲートウェイを管理しているコール エージェントの
group_id と一致している必要があります。1 つのゲートウェイは 1 つのグループにしか所属できませ
ん。
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（注）

MGCP コール エージェントは AUEP メッセージを送信して、MGCP エンド ポイントが存在するかど
うかを確認します。これにより、FWSM を通過するフローが確立され、MGCP エンド ポイントがコー
ル エージェントに登録されるようになります。

MGCP 検査の設定およびイネーブル化
MGCP アプリケーション検査をイネーブルにして設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

MGCP トラフィックの受信に必要な次の 2 つのポートを識別する ACE を持つアクセス リストを定義
します。標準ポートは、UDP ポート 2427 および 2727 です。アクセス リストを作成するには、
access-list extended コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# access-list acl-name permit udp any any eq port-1
hostname(config)# access-list acl-name permit udp any any eq port-2

acl-name はアクセス リストに割り当てられた名前です。port-1 は最初の MGCP ポートで、port-2 は 2
番めの MGCP ポートです。
ステップ 2

MGCP トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更
します。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

match access-list コマンドを使用して、ステップ 1 で作成したアクセス リストで MGCP トラフィック
を識別します。
hostname(config-cmap)# match access-list acl-name

ステップ 4

（任意）FWSM がピンホールをオープンする必要がある複数のコール エージェントおよびゲートウェ
イがネットワークにある場合、MGCP マップを作成します。そのためには、次の手順を実行します。

a. mgcp-map コマンドを使用して、MGCP マップを作成します。mgcp-map コマンドを使用する
と、MGCP 検査のパラメータを作成できます。mgcp-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config-cmap)# mgcp-map map_name
hostname(config-mgcp-map)#

map_name は、MGCP マップの名前です。システムは MGCP マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、CLI プロンプトがそれに応じて変わります。
b. コール エージェントを設定します。そのためには、コール エージェントごとに call-agent コマン
ドを 1 回、次のように使用します。
hostname(config-mgcp-map)# call-agent ip_address group_id

c. ゲートウェイを設定します。そのためには、ゲートウェイごとに gateway コマンドを 1 回、次の
ように使用します。
hostname(config-mgcp-map)# gateway ip_address group_id

d. （任意）MGCP コマンド キューで許可されたコマンドの最大数を変更する場合、次のように
command-queue コマンドを使用します。
hostname(config-mgcp-map)# command-queue command_limit
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ステップ 5

MGCP インスペクション エンジンを MGCP トラフィックに適用するために使用するポリシー マップ
を作成するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次
のように使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 6

ステップ 2 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは MGCP トラフィックを識別し
ます。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、ステップ 2 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 7

MGCP アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、inspect mgcp コマンドを次のよ
うに使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect mgcp [map_name]
hostname(config-pmap-c)#

map_name は、ステップ 4（任意）で作成した MGCP マップです。
ステップ 8

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 5 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに MGCP トラフィックの検査を開始します。

例 22-10 に、MGCP トラフィックを識別し、MGCP マップを定義し、ポリシーを定義し、そのポリ
シーを外部インターフェイスに適用する例を示します。この例では、デフォルト ポート（2427 および
2727）上の MGCP トラフィックと一致するクラス マップを作成します。このコンフィギュレーション
では、コール エージェント 10.10.11.5 および 10.10.11.6 でゲートウェイ 10.10.10.115 を制御し、コー
ル エージェント 10.10.11.7 および 10.10.11.8 で、10.10.10.116 と 10.10.10.117 の両方のゲートウェイ
を制御できるようにします。キューに入れることができる MGCP コマンドの最大数は 150 です。その
後、サービス ポリシーは外部インターフェイスに適用されます。
例 22-10

MGCP 検査のイネーブル化および設定

hostname(config)# access-list mgcp_acl permit udp any any eq 2427
hostname(config)# access-list mgcp_acl permit udp any any eq 2727
hostname(config)# class-map mgcp-traffic
hostname(config-cmap)# match access-list mgcp_acl
hostname(config-cmap)# mgcp-map sample_map
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.5 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.6 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.7 102
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.8 102
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hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.115 101
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.116 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.117 102
hostname(config-mgcp-map)# command-queue 150
hostname(config-mgcp-map)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class mgcp_port
hostname(config-pmap-c)# inspect mgcp sample_map
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside

MGCP タイムアウト値の設定
timeout mgcp コマンドは、許容する非アクティブ状態の間隔を設定します。この間隔が経過すると、
MGCP メディア接続が終了します。デフォルトは 5 分です。
timeout mgcp-pat コマンドを使用して、PAT xlate のタイムアウトを設定できます。MGCP にはキー
プアライブ メカニズムがないため、Cisco 以外の MGCP ゲートウェイ（コール エージェント）を使用
すると、デフォルトのタイムアウト間隔（30 秒）の後で PAT xlate は切断されます。

MGCP 検査の確認とモニタリング
show mgcp commands コマンドは、コマンド キュー内の MGCP コマンドの数を表示します。show
mgcp sessions コマンドは、既存の MGCP セッションの数を表示します。detail オプションは、各コマ
ンド（またはセッション）についての追加情報を出力に含めます。次に、show mgcp commands コマ
ンドの出力例を示します。
hostname# show mgcp commands
1 in use, 1 most used, 200 maximum allowed
CRCX, gateway IP: host-pc-2, transaction ID: 2052, idle: 0:00:07

次に、show mgcp commands detail コマンドの出力例を示します。
hostname# show mgcp commands detail
1 in use, 1 most used, 200 maximum allowed
CRCX, idle: 0:00:10
Gateway IP
host-pc-2
Transaction ID 2052
Endpoint name
aaln/1
Call ID
9876543210abcdef
Connection ID
Media IP
192.168.5.7
Media port
6058

次に、show mgcp sessions コマンドの出力例を示します。
hostname# show mgcp sessions
1 in use, 1 most used
Gateway IP host-pc-2, connection ID 6789af54c9, active 0:00:11

次に、show mgcp sessions detail コマンドの出力例を示します。
hostname# show mgcp sessions detail
1 in use, 1 most used
Session active 0:00:14
Gateway IP
host-pc-2
Call ID
9876543210abcdef
Connection ID
6789af54c9
Endpoint name
aaln/1
Media lcl port 6166
Media rmt IP
192.168.5.7
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Media rmt port

6058

MGCP の設定例
図 22-12 に、MGCP 検査の設定例を示します。
図 22-12

MGCP 検査の設定
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この例に対応する設定は、次のとおりです。
hostname(config)# interface Vlan100
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.2 255.0.0.0
hostname(config-if)# !
hostname(config-if)# interface Vlan50
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# ip address 10.100.100.2 255.0.0.0
hostname(config-if)# !
hostname(config-if)# interface Vlan90
hostname(config-if)# nameif callmgr
hostname(config-if)# security-level 75
hostname(config-if)# ip address 10.0.0.254 255.0.0.0

IOS MGCP ゲートウェイが Cisco CallManager からコンフィギュレーション ファイルをダウンロード
できるように、TFTP ポートがイネーブルになっています。UDP ポート 2427 を使用する MGCP 制御
プロトコルがパススルーに対してイネーブルになっています。MGCP バックアップ ポート TCP 2428
がイネーブルになっています。
hostname(config-if)# access-list mgcp extended permit udp any host 10.0.0.210 eq 2428
hostname(config)# access-list mgcp extended permit udp any any eq 2427
hostname(config)# access-list mgcp extended permit udp any any eq tftp

着信トラフィック用の内部および外部インターフェイスで上記のアクセス リストを適用します。
hostname(config)# access-group mgcp in interface outside
hostname(config)# access-group mgcp in interface inside
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MGCP マップでコール エージェント（Cisco CallManager の IP アドレス）および IOS MGCP ゲート
ウェイの IP アドレスを設定します。
hostname(config)# mgcp-map
hostname(config-mgcp-map)#
hostname(config-mgcp-map)#
hostname(config-mgcp-map)#
hostname(config-mgcp-map)#
hostname(config-mgcp-map)#

mgcp-inspect
call-agent 15.0.0.210 101
gateway 10.100.100.1 101
gateway 209.165.201.1 101
command-queue 150
exit

MGCP マップを使用して MGCP 検査を適用します。
hostname(config)# policy-map global_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
hostname(config-pmap-c)# inspect mgcp mgcp-inspect

次に、管理コンテキストでの show conn の出力例を示します。この例は、IOS MGCP ゲートウェイと
コール エージェント間で確立された接続を示しています。
hostname(config)# show conn
6in use, 48 most used
Network Processor 1 connections
Network Processor 2 connections
UDP out 15.0.0.210:2427 in 10.100.100.1:2427 idle 0:00:04 Bytes 5790 FLAGS - g
UDP out 209.165.201.1:2427 in 10.0.0.210:2427 idle 0:00:00 Bytes 8221 FLAGS - g
UDP out 209.165.201.1:18199 in 10.100.100.1:19247 idle 0:00:03 Bytes 14080 FLAGS - g
UDP out 209.165.201.1:18199 in 10.100.100.1:19246 idle 0:00:00 Bytes 4030838 FLAGS - g
TCP out 10.0.0.210:2428 in 10.100.100.1:12695 idle 0:00:04 Bytes 1346 FLAGS - UOI
TCP out 209.165.201.1:15954 in 10.0.0.210:2428 idle 0:00:00 Bytes 1346 FLAGS - UBOI
Multicast sessions:
Network Processor 1 connections
Network Processor 2 connections
IPV6 connections:

ルータ R2 の IOS MGCP ゲートウェイの設定は次のとおりです。
hostname(config)# interface FastEthernet 0/1
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.1 255.0.0.0
hostname(config-if)# no shut
hostname(config-if)# ip host FWSM-CCM-14 10.0.0.210
hostname(config-if)# exit
hostname(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 209.165.201.2
hostname(config)# mgcp
hostname(config)# mgcp call-agent FWSM-CCM-14
hostname(config)# mgcp dtmf-relay voip codec all mode out-of-band
hostname(config)# ccm-manager mgcp
hostname(config)# ccm-manager config server 10.0.0.210
hostname(config)# ccm-manager config
hostname(config)# dial-peer voice 100 pots
hostname(config-dial-peer)# application mgcpapp
hostname(config-dial-peer)# port 1/0/0
hostname(config-dial-peer)# no shut

ルータ R1 の IOS MGCP ゲートウェイの設定は次のとおりです。
hostname(config)# interface FastEthernet 0/1
hostname(config-if)# ip address 10.100.100.1 255.0.0.0
hostname(config-if)# no shut
hostname(config-if)# exit
hostname(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.100.100.2
hostname(config)# ccm-manager mgcp
hostname(config)# ccm-manager music-on-hold
hostname(config)# ccm-manager config server 10.0.0.210
hostname(config)# ccm-manager config
hostname(config)# mgcp
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hostname(config)# mgcp call-agent FWSM-CCM-14
hostname(config)# mgcp dtmf-relay voip codec all mode out-of-band
hostname(config)# dial-peer voice 101 pots
hostname(config-dial-peer)# application mgcpapp
hostname(config-dial-peer)# port 3/0/0

NetBIOS 検査
NetBIOS 検査はデフォルトでイネーブルになっています。
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
NetBIOS 検査の詳細については、
Services Module Command Reference』の inspect netbios コマンド ページを参照してください。

PPTP 検査
PPTP 検査はデフォルトではディセーブルです。
PPTP 検査の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』の inspect pptp コマンド ページを参照してください。

RSH 検査
RSH 検査はデフォルトでイネーブルになっています。
RSH 検査の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』の inspect rsh コマンド ページを参照してください。

RTSP 検査
ここでは、RTSP アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定を変更する手順
について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「RTSP 検査の概要」（P.22-74）
• 「RealPlayer の使用方法」（P.22-75）
• 「制限事項」（P.22-75）
• 「RTSP 検査のイネーブル化および設定」（P.22-76）

RTSP 検査の概要
inspect rtsp コマンドを使用して、RTSP アプリケーション検査を制御します。このコマンドは、ポリ
シー マップ クラス コンフィギュレーション モードで利用できます。このコマンドは、デフォルトでは
ディセーブルです。inspect rtsp コマンドを使用すると、FWSM で RTSP パケットを通過させること
ができます。RTSP は、RealAudio、RealNetworks、Apple QuickTime 4、RealPlayer、および Cisco
IP/TV の各接続で使用されます。
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（注）

Cisco IP/TV では、RTSP TCP ポート 554 および TCP 8554 を使用します。
RTSP アプリケーションは、コントロール チャネルとして、既知のポート 554 と TCP（まれに UDP）
を使用します。FWSM は、RFC 2326 に基づき、TCP だけをサポートしています。この TCP 制御チャ
ネルは、クライアント上で設定されているトランスポート モードに応じて、音声 / ビデオ トラフィッ
クの送信に使用されるデータ チャネルのネゴシエーションに使用されます。
サポートされている RDT トランスポートは、rtp/avp、rtp/avp/udp、x-real-rdt、x-real-rdt/udp、およ
び x-pn-tng/udp です。

FWSM は、ステータス コード 200 の SETUP 応答メッセージを解析します。応答メッセージが着信の
場合、サーバは FWSM と比べて外側にあるため、サーバからの着信接続用にダイナミック チャネルを
開く必要があります。応答メッセージが発信の場合、FWSM でダイナミック チャネルを開く必要はあ
りません。
RFC 2326 では、クライアント ポートとサーバ ポートが、SETUP 応答メッセージ内に含まれているこ
とは必要でないため、FWSM では、状態を維持し、SETUP メッセージ内のクライアント ポートを記
憶します。QuickTime では SETUP メッセージにクライアント ポートが設定され、サーバはサーバ
ポートでのみ応答します。
RTSP 検査では、PAT がサポートされています。ただし、デュアル NAT はサポートされていません。
また、FWSM では、RTSP メッセージが HTTP メッセージ内に隠されている場合に HTTP クローキン
グを認識できません。

RealPlayer の使用方法
RealPlayer を使用する場合は、トランスポート モードを適切に設定することが重要です。FWSM で
は、サーバからクライアントに、またはその逆に access-list コマンドを追加します。RealPlayer では、
[Options] > [Preferences] > [Transport] > [RTSP Settings] の順に選択して、トランスポート モードを変
更します。

RealPlayer で TCP モードを使用する場合は、[Use TCP to Connect to Server] および [Attempt to use
TCP for all content] のチェックボックスを選択します。FWSM では、インスペクション エンジンを設
定する必要はありません。

RealPlayer で UDP モードを使用する場合は、[Use TCP to Connect to Server] および [Attempt to use
UDP for static content] のチェックボックスを選択します。マルチキャスト経由でライブ コンテンツは
利用できません。FWSM で、inspect rtsp port コマンドを追加します。

制限事項
RTSP 検査には、次の制限が適用されます。
• FWSM では、UDP を介したマルチキャスト RTSP または RTSP メッセージはサポートしていませ
ん。

• FWSM では、RTSP メッセージが HTTP メッセージ内に隠されている場合に HTTP クローキング
を認識する機能はありません。

• 埋め込み IP アドレスは HTTP または RTSP メッセージの一部として SDP ファイルに格納されてい
るため、FWSM では、RTSP メッセージに対して NAT を実行することはできません。パケットは
フラグメント化する可能性があり、FWSM はフラグメント化されたパケットに対して NAT を実行
できません。
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• Cisco IP/TV の場合、FWSM がメッセージの SDP 部分に対して実行する NAT の数は、Content
Manager のプログラム リストの数に比例します（プログラム リストごとに少なくとも 6 個の埋め
込み IP アドレスを設定できます）。
• Apple QuickTime 4 または RealPlayer 用の NAT を設定できます。Viewer および Content Manager
が外部ネットワーク上にあり、サーバが内部ネットワーク上にある場合、Cisco IP/TV は、NAT が
使用できる場合に限り動作します。

RTSP 検査のイネーブル化および設定
RTSP アプリケーション検査をイネーブルにして設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

FWSM の後ろで RTSP SETUP メッセージを受信するポートを決定します。デフォルト ポートは、
TCP ポート 554 および 8554 です。

ステップ 2

RTSP SETUP メッセージを識別するアクセス リストを作成します。access-list extended コマンドを使
用して、次のように各ポートと一致する ACE を追加します。
hostname(config)# access-list acl-name any any tcp eq port_number

ヒント

1 つのポート上にだけ、または連続したポート範囲に RTSP SETUP メッセージを許可する場合、アク
セス リストの作成を省略できます。ステップ 4 では、match access-list コマンドではなく、match
port コマンドを使用します。

ステップ 3

RTSP トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更
します。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 4

ステップ 1 で決定した RTSP ポートに送信されたトラフィックを識別します。そのためには、match
access-list コマンドを次のように使用します。
hostname(config-cmap)# match access-list acl-name

ステップ 5

RTSP インスペクション エンジンを RTSP トラフィックに適用するために使用するポリシー マップを
作成するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次の
ように使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 6

ステップ 3 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは RTSP トラフィックを識別し
ます。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス コンフィギュ
レーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
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ステップ 7

RTSP アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、inspect rtsp コマンドを次のよう
に使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect rtsp
hostname(config-pmap-c)#

ステップ 8

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 5 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに RTSP トラフィックの検査を開始します。

例 22-11 に、デフォルト ポート（554 および 8554）上で RTSP インスペクション エンジンの RTSP ト
ラフィックをイネーブルにする手順を示します。その後、サービス ポリシーは外部インターフェイス
に適用されます。
例 22-11

RTSP 検査のイネーブル化および設定

hostname(config)# access-list rtsp_acl permit tcp any any eq 554
hostname(config)# access-list rtsp_acl permit tcp any any eq 8554
hostname(config)# class-map rtsp-traffic
hostname(config-cmap)# match access-list rtsp_acl
hostname(config-cmap)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class rtsp_port
hostname(config-pmap-c)# inspect rtsp
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside

SIP 検査
ここでは、SIP アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定を変更する手順に
ついて説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「SIP 検査の概要」（P.22-78）
• 「SIP インスタント メッセージ」（P.22-78）
• 「IP アドレス プライバシー」（P.22-79）
• 「検査制御を追加するための SIP 検査ポリシーマップの設定」（P.22-79）
• 「SIP タイムアウト値の設定」（P.22-84）
• 「SIP 検査拡張」（P.22-84）
• 「SIP 検査の確認とモニタリング」（P.22-88）
• 「SIP の設定例」（P.22-89）
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SIP 検査の概要
IETF で定義されている SIP により、特に 2 者間の音声会議などのコール処理セッションまたは「コー
ル」が使用可能になります。SIP は、コール シグナリング用の SDP で動作します。SDP は、メディア
ストリーム用のポートを指定します。SIP を使用することにより、FWSM は SIP VoIP ゲートウェイお
よび VoIP プロキシ サーバをサポートできます。SIP と SDP の定義は、次の RFC で定義されていま
す。

• SIP：Session Initiation Protocol、RFC 2543
• SDP：Session Description Protocol、RFC 2327

FWSM 経由の SIP コールをサポートするには、メディア接続アドレス、メディア ポート、メディアの
初期接続のシグナリング メッセージを検査する必要があります。SIP シグナリングが well-known 宛先
ポート（UDP/TCP 5060）に送信される間に、メディア ストリームはダイナミックに割り当てられた
ポートを使用します。また、SIP は、IP パケットのユーザ データ部分に IP アドレスを組み込みます。
SIP 検査は、これらの組み込まれた IP アドレスに対して NAT を適用します。
PAT を SIP で使用する場合、次の制限事項が適用されます。
• FWSM で保護されているネットワークの SIP プロキシにリモート エンドポイントを登録しようと
すると、次のような一定の条件下で登録が失敗します。

– PAT がリモート エンドポイント用に設定されている。
– SIP レジストラ サーバが外部ネットワークにある。
– エンドポイントからプロキシ サーバに送信された REGISTER メッセージの接続先フィールド
にポートが設定されていない。

• SDP 部分の所有者 / 作成者フィールド（o=）の IP アドレスが接続フィールド（c=）の IP アドレス
と異なるパケットを SIP デバイスが送信すると、o= フィールドの IP アドレスが正しく変換されな
い場合があります。これは、o= フィールドでポート値を提供しない SIP プロトコルの制限による
ものです。

SIP インスタント メッセージ
インスタント メッセージングは、ユーザの間でほぼリアルタイムでメッセージを転送することです。
SIP は、Windows Messenger RTC Client バージョン 4.7.0105 を使用する Windows XP のチャット機
能のみをサポートします。MESSAGE/INFO 方式および 202 Accept 応答は、次の RFC で定義された
IM をサポートするのに使用されます。

• Session Initiation Protocol (SIP)-Specific Event Notification 、RFC 3265
• Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging、RFC 3428

MESSAGE/INFO 要求は、登録 / サブスクリプションの完了後いつでも受信できます。たとえば、2 人
のユーザはいつでもオンライン状態になれますが、何時間もチャットするわけにはいきません。そのた
め、SIP インスペクション エンジンは、設定されている SIP タイムアウト値に従ってタイムアウトす
るピンホールを開きます。この値は、Subscription 時間よりも 5 分以上長く設定する必要があります。
サブスクリプション期間は Contact Expires 値で定義され、通常は 30 分です。
MESSAGE/INFO 要求は、一般的に、ポート 5060 ではなくダイナミックに割り当てられたポートを使
用して送信されるため、SIP インスペクション エンジンを通過することが要求されます。
（注）
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現在は、チャット機能のみサポートされています。ホワイトボード、ファイル転送、およびアプリケー
ション共有はサポートされていません。RTC Client 5.0 はサポートされていません。
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SIP 検査は、SIP テキストベースのメッセージに対して NAT を実行し、メッセージの SDP 部分のコン
テンツ長を再計算して、パケット長およびチェックサムを再計算します。また、エンドポイントがリッ
スンするアドレス / ポートとして SIP メッセージの SDP 部分に指定されているポートに対し、メディ
ア接続をダイナミックに開きます。
SIP 検査では、SIP ペイロードから取得したインデックス CALL_ID/FROM/TO を持つデータベースが
使用されます。これらのインデックスにより、コール、送信元、宛先が識別されます。このデータベー
スには、SDP のメディア情報フィールド内で見つかったメディア アドレスとメディア ポート、および
メディア タイプが格納されます。1 つのセッションに対して複数のメディア アドレスおよびポートが
存在する可能性があります。FWSM は、これらのメディア アドレス / ポートを使用して、2 つのエンド
ポイント間に RTP/RTCP 接続を開きます。
初期コール セットアップ（INVITE）メッセージでは、予約済みポート 5060 を使用する必要がありま
す。ただし、後続のメッセージにはこのポート番号がない場合もあります。SIP インスペクション エン
ジンはシグナリング接続のピンホールを開いて、これらの接続を SIP 接続としてマークします。この処
理は、メッセージを SIP アプリケーションに到達させて、NAT を実行するために行われます。
コールのセットアップ時に、SIP セッションは、着信側エンドポイントから応答メッセージでメディア
アドレスとメディア ポートを受信し、着信側エンドポイントがどの RTP ポートで受信するかを知らさ
れるまで「一時的な」状態にあります。1 分以内に、応答メッセージの受信に障害があった場合は、シ
グナリング接続は切断されます。
最終的なハンドシェイクが行われると、コール状態はアクティブに移行し、シグナリング接続は、

BYE メッセージの受信まで継続されます。
内部エンドポイントから外部エンドポイントへのコールが開始されると、外部インターフェイスに対し
てメディア ホールが開かれ、内部エンドポイントからの INVITE メッセージで指定されている内部エ
ンドポイントのメディア アドレスおよびメディア ポートに、RTP/RTCP UDP パケットを転送できるよ
うになります。内部インターフェイスに対する要求外の RTP/RTCP UDP パケットは、FWSM のコン
フィギュレーションで特別に許可されない限り、FWSM を通過できません。

IP アドレス プライバシー
IP アドレス プライバシーをイネーブルにすると、IP Phone コールまたはインスタント メッセージング
セッションに参加している 2 つの SIP エンドポイントが、同じ内部ファイアウォール インターフェイ
スを使用して、外部ファイアウォール インターフェイス上の SIP プロキシ サーバに接続する場合、す
べての SIP シグナリング メッセージは SIP プロキシ サーバを通過します。
SIP over TCP または UDP アプリケーション検査がイネーブルであれば、IP アドレス プライバシーを
イネーブルにできます。デフォルトでは、この機能はディセーブルです。IP アドレス プライバシーが
イネーブルの場合、FWSM は、着信 SIP トラフィックの TCP または UDP ペイロードに組み込まれた
内部および外部ホスト IP アドレスを変換せず、IP アドレスの変換ルールは無視されます。
SIP マップ コンフィギュレーション モードで ip-address-privacy コマンドを使用すると、この機能が
イネーブルであるかどうか制御できます。

検査制御を追加するための SIP 検査ポリシーマップの設定
メッセージがパラメータに違反したときのアクションを指定するには、SIP 検査ポリシーマップを作成
します。その後、「アプリケーション検査の設定」（P.22-7）に従って SIP 検査をイネーブルにするとき
に検査ポリシー マップを適用できます。
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SIP 検査ポリシーマップを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

（任意）「正規表現の作成」（P.20-11）に従って、1 つ以上の正規表現をトラフィック照合コマンドに追
加して使用できるようにします。ステップ 3 に記載されている match コマンドで照合できるテキスト
のタイプを参照してください。

ステップ 2

（任意）「正規表現クラス マップの作成」（P.20-14）に従って、1 つ以上の正規表現のクラスマップを作
成して正規表現をグループ化します。

ステップ 3

（任意）次の手順を実行して、SIP 検査クラス マップを作成します。
クラスマップは複数のトラフィックとの照合をグループ化します。match-all キーワードを指定した場
合、トラフィックがクラス マップと一致するためにはすべての match コマンドと一致する必要があり
ます。match-any キーワードを指定した場合、トラフィックがクラス マップと一致するためにはいず
れか 1 つの match コマンドと一致する必要があります。
または、match コマンドを直接ポリシーマップに指定できます。クラスマップを作成することと検査
ポリシーマップでトラフィックとの照合を直接定義することの違いは、クラスマップでは複雑な照合基
準を作成でき、クラスマップを再利用できるということです。
クラスマップと照合しないトラフィックを指定するには、match not コマンドを使用します。たとえ
ば、match not コマンドで文字列「example.com」を指定すると、「example.com」が含まれるすべて
のトラフィックはクラスマップと照合されません。
このクラス マップで指定するトラフィックに対して、検査ポリシー マップに、接続廃棄、リセット、
廃棄、接続ログ廃棄、ログのリセット、接続ログの記録などのアクションを指定できます。

match コマンドごとに異なるアクションを実行する場合、ポリシーマップに直接トラフィックを特定
する必要があります。
a. 次のコマンドを入力して、クラスマップを作成します。
hostname(config)# class-map type inspect sip [match-all | match-any] class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name には、クラスマップの名前を指定します。名前に使用できる文字数は最大 40 文
字です。match-all キーワード（デフォルト値）を指定した場合、トラフィックがクラス マップと
一致するためにはすべての基準を満たす必要があります。match-any キーワードを指定した場合、
クラス マップ内のいずれかの match コマンドと一致すれば、トラフィックはクラス マップと一致
することになります。
CLI がクラスマップ コンフィギュレーション モードに入り、1 つ以上の match コマンドを入力で
きます。

b. （任意）クラスマップに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-cmap)# description string

string には、クラスマップの説明を 200 文字以内で指定します。
c. （任意）To ヘッダーまたは Contact ヘッダーで指定されている着信側を照合するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] called-party regex {class class_name | regex_name}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
d. （任意）From ヘッダーに指定されている発信側を照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] calling-party regex {class class_name | regex_name}
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regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
e. （任意）SIP ヘッダーのコンテンツの長さを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] content length gt length

length には、コンテンツの最小バイト数を指定します。0 ～ 65536 で指定します。
f. （任意）SDP コンテンツ タイプまたは正規表現を照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] content type {sdp | regex {class class_name |
regex_name}}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
g. （任意）SIP IM の登録者を照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] im-subscriber regex {class class_name | regex_name}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
h. （任意）SIP の via ヘッダーを照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] message-path regex {class class_name | regex_name}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
i. （任意）SIP の要求方式を照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] request-method method

method には、照合する方式のタイプ（ack、bye、cancel、info、invite、message、notify、
options、prack、refer、register、subscribe、unknown、update）を指定します。
j. （任意）SIP REGISTER メッセージの From ヘッダーを照合することで第三者の登録の要求者を照
合するには、次のコマンドを入力します。このコマンドによって要求者が照合されるのは、SIP
REGISTER メッセージの To フィールドと From フィールドのコンテンツが異なる場合だけです。
hostname(config-cmap)# match [not] third-party-registration regex {class class_name |
regex_name}

regex regex_name 引数には、ステップ 1 で作成した正規表現を指定します。class
regex_class_name には、ステップ 2 で作成した正規表現のクラスマップを指定します。
k. （任意）SIP ヘッダー内の URI を照合するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-cmap)# match [not] uri {sip | tel} length gt length

Where length is the number of bytes the URI is greater than. 0 to 65536.
ステップ 4

SIP 検査ポリシーマップを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# policy-map type inspect sip policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name には、ポリシーマップの名前を指定します。CLI はポリシーマップ コンフィギュ
レーション モードに入ります。
ステップ 5

（任意）このポリシーマップに説明を追加するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config-pmap)# description string

説明に使用できる文字数は最大 200 文字です。
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ステップ 6

一致トラフィックにアクションを適用するには、次の手順に従います。

a. （任意）次のいずれかの方法を使用して、アクションを実行するトラフィックを指定します。
• 次のコマンドを入力して、ステップ 3 で作成した SIP クラスマップを指定します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

• ステップ 3 で説明されている match コマンドのいずれかを使用して、ポリシーマップに直接
トラフィックを指定します。match not コマンドを使用すると、match not コマンドの基準に
一致しないすべてのトラフィックにアクションが適用されます。

b. 次のコマンドを入力して、一致したトラフィックに対して実行するアクションを指定します。
hostname(config-pmap-c)# {[drop | drop-connection | mask | reset] [log]}

各 match コマンドまたは class コマンドですべてのオプションを使用できるわけではありません。
使用できる正確なオプションについては、CLI ヘルプまたは『Catalyst 6500 Series Switch and
Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

drop キーワードを指定すると、一致するすべてのパケットをドロップします。
drop-connection キーワードを指定すると、パケットをドロップし、接続を閉じます。
mask キーワードを指定すると、パケットの一致部分をマスクします。
reset キーワードを指定すると、パケットをドロップして接続を閉じ、サーバとクライアントの両
方またはいずれかに TCP リセットを送信します。
log キーワードを指定すると、システム ログ メッセージを送信します。このキーワードは単独で、
または他のキーワードのいずれかと一緒に使用できます。
ポリシー マップでは、複数の class コマンドまたは match コマンドを指定できます。class コマンドと
match コマンドの順序については、「検査ポリシーマップのアクションの定義」（P.20-7）を参照してく
ださい。
ステップ 7

（任意）インスペクション エンジンに影響するパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

a. パラメータ コンフィギュレーション モードに入るには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap)# parameters
hostname(config-pmap-p)#

b. インスタント メッセージングをイネーブルまたはディセーブルにするには、次のコマンドを入力
します。インスタント メッセージングはデフォルトではイネーブルです。
hostname(config-pmap-p)# im

c. IP アドレスのプライバシーをイネーブルまたはディセーブルにするには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname(config-pmap-p)# ip-address-privacy

d. ヘッダーの Max-forwards フィールドが 0 かどうか（宛先に届くまで 0 になることはない）の
チェックをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# max-forwards-validation action {drop | drop-connection |
reset | log} [log]

e. ピンホールに流れる RTP パケットがプロトコルに準拠しているかどうかのチェックをイネーブル
にするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# rtp-conformance [enforce-payloadtype]
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enforce-payloadtype キーワードを指定すると、シグナリング交換に基づいてペイロード タイプを
強制的に音声やビデオにします。
f. ヘッダーの Server フィールドと User-Agent フィールド（サーバまたはエンドポイントのソフト
ウェアのバージョンを示す）を特定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# software-version action {mask | log} [log]

mask キーワードでは、SIP メッセージにソフトウェア バージョンと Alert-Info および Call-Info
ヘッダー フィールドが含まれる場合にその SIP ヘッダーを削除します。
g. ステート チェック検証をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# state-checking action {drop | drop-connection | reset | log}
[log]

h. RFC 3261 に準拠した、SIP メッセージのヘッダー フィールドの厳密な検証をイネーブルにするに
は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# strict-header-validation action {drop | drop-connection |
reset | log} [log]

（注）

SIP メッセージ ヘッダーに違反が存在する場合に Universal Access Concentrator（UAC; ユニ
バーサル アクセス コンセントレータ）から User Agent Server（UAS）に TCP リセットを送信
するには、service resetinbound コマンドを設定し、さらに strict-header-validation コマンド
に reset log キーワードを入力する必要があります。
内部インターフェイスと外部インターフェイスでセキュリティ レベルが異なる場合、リセット
は内部ホストにだけ送信されます。外部ホストにリセットを送信するには、service
resetinbound コマンドを設定し、strict-header-validation コマンドに reset log キーワードを
入力する必要があります。

i. SIP 以外のトラフィックに well-known SIP シグナリング ポートの使用を許可するには、次のコマ
ンドを入力します。SIP 以外のトラフィックに対する well-known SIP シグナリング ポートの使用
許可は、デフォルトでイネーブルになっています。
hostname(config-pmap-p)# traffic-non-sip

j. SIP メッセージの Alert-Info および Call-Info ヘッダー フィールドなど、SIP ヘッダーの有無を確
認するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-p)# uri-non-sip action {mask | log} [log]

次の例は、SIP を使用したインスタント メッセージをディセーブルにする方法を示しています。
hostname(config)# policy-map type inspect sip mymap
hostname(config-pmap)# parameters
hostname(config-pmap-p)# no im
hostname(config)# policy-map global_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
hostname(config-pmap-c)# no inspect sip
hostname(config-pmap-c)# inspect sip mymap
hostname(config)# service-policy global_policy global
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SIP タイムアウト値の設定
メディア接続は、接続がアイドル状態になってから 2 分以内に切断されます。ただし、このタイムアウ
トの値は変更できるので、より短い（または長い）時間を設定できます。SIP 制御接続のタイムアウト
値を設定するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config)# timeout sip hh:mm:ss

このコマンドは、SIP 制御接続を閉じるまでのアイドル タイムアウトを設定します。

SIP 切断のタイムアウト値を設定するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config)# timeout sip_disconnect hh:mm:ss

このコマンドでは、SIP メディアを削除し、メディアの xlate を終了するまでのアイドル タイムアウト
を設定します。範囲は 1 ～ 10 分です。

SIP INVITE のタイムアウト値を設定するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config)# timeout sip_invite hh:mm:ss

このコマンドでは、SIP ヘッダーに EXPIRE フィールドがない場合に、暫定応答用のピンホールおよ
びメディアの xlate を終了するまでのアイドル タイムアウトを設定します。範囲は 1 ～ 30 分です。デ
フォルトは 30 分です。

SIP メディア タイマーのタイムアウト値を設定するには、次のコマンドを使用します。
hostname(config)# timeout sip_media hh:mm:ss

このコマンドでは、SIP メディアのアイドル タイマーを変更し、非アクティブ状態になった SIP
RTP/RTCP 接続を切断するまでの時間を決定します。このコマンドでは、SIP メディア接続に対してだ
け、UDP 非アクティブ タイムアウト値（timeout udp コマンド）を上書きします。デフォルトのタイ
ムアウト値は 2 分です。最小タイムアウト値は 1 分です。最大タイムアウト値は 1193 分です。値 0 を
指定すると、SIP メディア接続はタイムアウトしません。

SIP 検査拡張
SIP 検査拡張では、アイドル タイムアウトを待つ代わりに、BYE SIP メッセージに対する 200 OK、
CANCEL SIP メッセージに対する 200 OK、および 4xx/5xx/6xx SIP メッセージに対する 200 OK を受
信したら、メディア接続を削除します。
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図 22-13

BYE メッセージに対するメディア接続のクリア
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図 22-13 では、BYE メッセージに対する 200 OK を受信しない場合、timeout sip-disconnect が発生
したときにメディア接続がクリアされます。
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図 22-14

CANCEL メッセージに対するメディア接続のクリア
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図 22-14 では、CANCEL メッセージに対する 200 OK を受信したら、メディア接続がクリアされます。
CANCEL SIP メッセージに対する 200 OK を受信しない場合、timeout sip-disconnect が発生したとき
にメディア接続がクリアされます。
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図 22-15

4xx/5xx/6xx SIP メッセージに対するメディア接続のクリア
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図 22-15 では、4xx/5xx/6xx SIP メッセージに対する応答として 200 OK を受信したら、即座にメディ
ア接続がクリアされます。200 OK を受信しない場合、timeout sip-disconnect が発生したときにメ
ディア接続がクリアされます。
暫定応答用にタイムアウトを延長できます。ピンホールで 1xx/2xx 応答を受信するときのタイムアウ
トは、EXPIRE フィールドに基づいて自動的に設定されますが、独自に設定することもできます。SIP
INVITE メッセージに EXPIRE フィールドが存在し、その値が 30 分未満の場合、ピンホールで
1xx/2xx 応答を受信するときのタイムアウトは EXPIRE フィールドの値に設定されます。SIP INVITE
ヘッダーの EXPIRE フィールドの値が 30 分より大きい場合、暫定応答用のタイムアウトは 30 分に設
定されます。SIP INVITE メッセージに EXPIRE フィールドが存在しない場合、暫定応答用のタイムア
ウトは timeout sip-invite コマンドで指定した値に設定されます。
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図 22-16

暫定応答用のタイムアウトの延長

ࡈࠔࠗࠕ࠙ࠜ࡞ ࠨࡆࠬ ࡕࠫࡘ࡞
㧔FWSM㧕
UAC

UAC

INVITE
100 ࿁ߩ⹜ⴕ
180 ࿁ߩ߮ߒ

⸳ቯߐࠇߚ࠲ࠗࡓࠕ࠙࠻߹ߢޔ
180 ࿁ߩ⹜ⴕߣ
200 ࿁ߩ OK ߩߚߦ
ࡇࡦ ࡎ࡞߇㐿߆ࠇߡࠆ

191380

⸳ቯߐࠇߚ
࠲ࠗࡓࠕ࠙࠻߹ߢޔ
⹜ⴕ ࠕࠖ࠺ࡔޔxlateޔ
߅ࠃ߮ SIP ࠶࡚ࠪࡦ߇
㐿߆ࠇߡࠆ

INVITE

次の制限があります。

• SIP セッションがフェールオーバーよりも前に確立された場合、BYE メッセージ、CANCEL メッ
セージ、または 4xx/5xx/6xx SIP メッセージに対する 200 OK を受信しても、SIP メディア接続は
クリアされません。フェールオーバー後に確立された SIP セッションはクリアされます。
• BYE SIP メッセージ、CANCEL SIP メッセージ、または 4xx/5xx/6xx SIP メッセージに対する
200 OK を受信しても、SIP 応答用にオープンされたピンホールが SIM メディア接続とともにクリ
アされることはありません。ピンホール接続はタイムアウトによって最終的にクリアされます。

SIP 検査の確認とモニタリング
show sip コマンドは、SIP インスペクション エンジンの問題をトラブルシューティングする場合に役
立ちます。説明については、inspect protocol sip udp 5060 コマンドを参照してください。show
timeout sip コマンドは、指定したプロトコルのタイムアウト値を表示します。
show sip コマンドは、FWSM を越えて確立されている SIP セッションに関する情報を表示します。
debug sip、show local-host、および show service-policy inspect sip コマンドとともに、このコマン
ドは SIP インスペクション エンジンの問題のトラブルシューティングに使用されます。
（注）

show sip コマンドを入力する前に pager コマンドを設定することをお勧めします。多くの SIP セッ
ション レコードが存在し、pager コマンドが設定されていない場合、show sip コマンドの出力が最後
まで到達するには、しばらく時間がかかることがあります。
次に、show sip コマンドの出力例を示します。
hostname# show sip
Total: 2
call-id c3943000-960ca-2e43-228f@10.130.56.44
state Call init, idle 0:00:01
call-id c3943000-860ca-7e1f-11f7@10.130.56.45
state Active, idle 0:00:06

この例では、FWSM 上の 2 つのアクティブな SIP セッションが表示されています（Total フィールドを
参照）。各 call-id が 1 つのコールを表します。
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最初のセッションは call-id c3943000-960ca-2e43-228f@10.130.56.44 で、Call Init 状態にあります。
これは、このセッションがまだコール設定中であることを示しています。コール セットアップは、
コールへの最後の応答が受信されるまでは完了しません。たとえば、発信者はすでに INVITE を送信
して、100 Response を受信した可能性がありますが、200 OK はまだ受信していません。したがって、
コール セットアップはまだ完了していません。1xx で始まっていない応答メッセージは最後の応答と
考えられます。このセッションは、1 秒間アイドル状態になっていました。

2 番めのセッションは Active 状態です。この状態ではコール設定が完了し、エンドポイントがメディ
アを交換しています。このセッションは、6 秒間アイドル状態になっていました。

SIP の設定例
図 22-17 に、SIP 検査の設定例を示します。
図 22-17

SIP IP アドレス プライバシーの設定

inside
4085550100
IP

outside

CallManager
vlan 150

vlan 50

4085550199
IP

10.2.0.10 209.165.201.5
209.165.201.1
FWSM

M

209.165.201.100
191990

209.165.201.115

209.165.201.118

この例に対応する設定は、次のとおりです。
hostname(config)# interface Vlan12
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 10.2.0.10 255.0.0.0
hostname(config-if)# !

Vlan 12 は、10.x.x.x ネットワークへのすべてのパケットを、ネクストホップ IP アドレスが 10.2.0.10
に設定された FWSM に返す外部 Vlan です。この処理を行うには、アップストリーム ルータでポリ
シーベースのルーティングを設定します。
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#
hostname(config-if)#

interface Vlan50
nameif inside
security-level 100
ip address 10.100.100.7 255.255.255.0

2 つの電話 4085550100 および 4085550199 は、同じ 209.165.201.0 サブネットで使用されます。
hostname(config)# access-list voice extended permit udp
hostname(config)# access-list voice extended permit tcp
hostname(config)# access-list voice extended permit udp
hostname(config)# !
hostname(config)# sip-map privacy
hostname(config-if)# ip-address-privacy
hostname(config)# !
hostname(config)# nat-control
hostname(config)# static (inside, outside) 10.3.100.115
255.255.255.255
hostname(config)# static (inside, outside) 10.3.100.118
255.255.255.255

any any eq sip
any any eq sip
any any eq tftp

209.165.201.115 netmask
209.165.201.118 netmask

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

22-89

第 22 章

アプリケーション層プロトコル検査の適用

SIP 検査

各電話の IP アドレスは、FWSM に接続されたネットワークに存在しない外部のダミー IP アドレスに
変換されます。変換後の IP アドレスは、FWSM に接続されたネットワークに存在していてはなりませ
ん。
hostname(config)# access-group voice in interface outside
hostname(config)# access-group voice in interface inside
hostname(config)# route outside 10.3.0.0 255.0.0.0 10.2.0.5 1

10.3.0.0 へのルートを 10.2.0.5（ネクストホップ ルータの IP アドレス）経由で設定します。
hostname(config)# route outside 209.165.201.0 255.0.0.0 10.2.0.5 1
hostname(config)# !
hostname(config)# policy-map global_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
hostname(config-pmap-c)# inspect dns maximum-length 512
hostname(config-pmap-c)# inspect ftp
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 h225
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 ras
hostname(config-pmap-c)# inspect rsh
hostname(config-pmap-c)# inspect smtp
hostname(config-pmap-c)# inspect sqlnet
hostname(config-pmap-c)# inspect skinny
hostname(config-pmap-c)# inspect sunrpc
hostname(config-pmap-c)# inspect xdmcp
hostname(config-pmap-c)# inspect netbios
hostname(config-pmap-c)# inspect tftp
hostname(config-pmap-c)# inspect sip privacy

ルータの設定は次のとおりです。
hostname(config)# interface GigabitEthernet0/2
hostname(config-if)# ip address 10.2.0.5 255.0.0.0
hostname(config-if)# ip policy route-map privacy
hostname(config-if)# duplex auto
hostname(config-if)# speed auto
hostname(config-if)# media-type rj45
hostname(config-if)# no negotiation auto
hostname(config-if)# !
hostname(config)# interface GigabitEthernet0/3
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.1 255.0.0.0
hostname(config-if)# duplex auto
hostname(config-if)# speed auto
hostname(config-if)# media-type rj45
hostname(config-if)# no negotiation auto
hostname(config-if)# !
hostname(config-if)# ip route 10.3.0.0 255.0.0.0 10.2.0.10
hostname(config-if)# ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.10

10.3.0.0 および 209.165.201.0 へのルートは、10.2.0.10（FWSM の IP アドレス）経由で到達できるよ
うに設定されています。
hostname(config)# access-list 10 permit ip any 10.3.0.0 0.255.255.255
hostname(config)# !
hostname(config)# route-map privacy permit 10
hostname(config-if)# match ip address 100
hostname(config-if)# set ip next-hop 10.2.0.10

10.3.0.0 ネットワークを宛先とするすべてのパケットをキャプチャして 10.2.0.10（FWSM の IP アドレ
ス）に送信するようにルート マップが設定されています。
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次に、FWSM での show conn の出力例を示します。この例では、音声トラフィックが FWSM モ
ジュール経由でスイッチングされ、各電話の IP アドレスを隠しています。RTP トラフィックは同じサ
ブネット経由ではスイッチングされません。代わりに、FWSM 経由でルーティングされます。
hostname(config)# show conn
6 in use, 28 most used
Network Processor 1 connections
UDP out 209.165.201.100:5060 in 209.165.201.118:5060 idle 0:00:21 Bytes 67358 FLAGS - T
UDP out 10.3.100.115:16384 in 209.165.201.118:16384 idle 0:00:00 Bytes 6042324 FLAGS - m
UDP out 209.165.201.100:0 in 209.165.201.118:5060 idle 0:00:21 Bytes 18 FLAGS - t
Network Processor 2 connections
UDP out 209.165.201.100:5060 in 209.165.201.115:5060 idle 0:00:25 Bytes 80181 FLAGS - T
UDP out 10.3.100.118:16384 in 209.165.201.115:16384 idle 0:00:00 Bytes 6047556 FLAGS - m
UDP out 209.165.201.100:0 in 209.165.201.115:5060 idle 0:00:25 Bytes 33 FLAGS - t
Multicast sessions:
Network Processor 1 connections
Network Processor 2 connections
IPv6 connections:
hostname(config)# show xlate
2 in use, 2 most used
Global 30.100.100.115 Local 209.165.201.115
Global 30.100.100.118 Local 209.165.201.118

Skinny（SCCP）検査
ここでは、SCCP アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定を変更する手順
について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「SCCP 検査の概要」（P.22-91）
• 「Cisco IP Phone のサポート」（P.22-92）
• 「制限事項」（P.22-92）
• 「SCCP 検査の設定およびイネーブル化」（P.22-93）
• 「SCCP 検査の確認およびモニタ」（P.22-95）
• 「SCCP（Skinny）の設定例」（P.22-95）

SCCP 検査の概要
Skinny（SCCP）は、VoIP ネットワークで使用される簡易プロトコルです。SCCP を使用している
Cisco IP Phones は、H.323 環境で共存できます。Cisco CallManager と併用すると、SCCP クライアン
トは、H.323 準拠端末と同時使用できます。FWSM では、次の点を含め、バージョン 17 までのすべて
のバージョンがサポートされています。

• SCCP バージョン 17 の電話の登録。
• ビデオ / 音声ストリーム用のピンホールをオープンするための SCCP バージョン 17 メディア関連
メッセージ。
次のアクションはサポートされていません。

• IPv6 アドレスを使用するエンドポイントの登録。Register メッセージは廃棄され、デバッグ メッ
セージが生成されます。
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• SCCP メッセージに組み込まれた IPv6 メッセージの NAT 処理または PAT 処理。これらのメッ
セージは変換されません。

FWSM は、SCCP に対して PAT と NAT をサポートします。PAT は、使用する IP 電話のグローバル IP
アドレスよりも IP 電話の数が多い場合に必要です。Skinny アプリケーション検査は、SCCP シグナリ
ング パケットの NAT と PAT をサポートすることで、すべての SCCP シグナリング パケットとメディ
ア パケットが FWSM を通過できるようにします。
Cisco CallManager と Cisco IP Phone 間の通常のトラフィックは SCCP を使用し、特殊な設定なしで
SCCP 検査によって処理されます。FWSM は、TFTP サーバの場所を Cisco IP Phone とその他の
DHCP クライアントに送信することで、DHCP オプション 150 および 66 もサポートします。Cisco IP
Phone では、デフォルト ルートを設定する DHCP オプション 3 が要求に含まれることもあります。詳
細については、「DHCP サーバを利用する Cisco IP Phone の使用」（P.8-42）を参照してください。

Cisco IP Phone のサポート
Cisco IP Phone と比較して Cisco CallManager の方がセキュリティの高いインターフェイス上に配置さ
れているトポロジーでは、NAT が Cisco CallManager IP アドレスに必要な場合、マッピングはスタ
ティックである必要があります。Cisco IP Phone では Cisco CallManager IP アドレスをその設定で明示
的に指定する必要があるからです。スタティック アイデンティティ エントリにより、セキュリティの
高いインターフェイス上の Cisco CallManager は Cisco IP Phone からの登録を受け入れることができま
す。Cisco CallManager サーバへの接続に必要なコンフィギュレーション情報をダウンロードするため
に、Cisco IP Phone には TFTP サーバへのアクセス権が必要です。
Cisco IP Phone が TFTP サーバと比べてよりセキュリティの低いインターフェイスに配置されている場
合、アクセス リストを使用して、保護されている TFTP サーバに UDP ポート 69 で接続する必要があ
ります。TFTP サーバに対してはスタティック アイデンティティ エントリが必要ですが、アイデン
ティティ スタティック エントリにする必要はありません。NAT を使用する場合、スタティック アイデ
ンティティ エントリは同じ IP アドレスにマッピングされます。PAT を使用する場合は、同じ IP アド
レスとポートにマッピングされます。

TFTP サーバおよび Cisco CallManager と比較して Cisco IP Phone の方がセキュリティの高いインター
フェイス上にある場合、Cisco IP Phone で接続を開始するためにアクセス リストもスタティック アイ
デンティティ エントリも必要ありません。

制限事項
次に、SCCP に対する現バージョンの PAT および NAT のサポートに適用される制限を示します。

• PAT は、alias コマンドを含むコンフィギュレーションでは動作しません。
• 外部 NAT または PAT はサポートされていません。
内部の Cisco CallManager のアドレスが NAT または PAT 用に別の IP アドレスかポートを設定してい
る場合、FWSM は現在のところ TFTP を経由して転送するファイルの内容に対して NAT または PAT
をサポートしていないため、外部の Cisco IP Phone 用の登録は失敗します。FWSM は TFTP メッセー
ジの NAT をサポートし、TFTP ファイル用にピンホールを開きますが、FWSM は電話の登録中に
TFTP によって転送された Cisco IP Phone のコンフィギュレーション ファイルに埋め込まれた Cisco
CallManager の IP アドレスとポートを変換することはできません。

SCCP バージョン 17 の電話では、次のアクションはサポートされていません。
• IPv6 アドレスを使用するエンドポイントの登録。Register メッセージは廃棄され、デバッグ メッ
セージが生成されます。
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• SCCP メッセージに組み込まれた IPv6 メッセージの NAT 処理または PAT 処理。これらのメッ
セージは変換されません。

（注）

FWSM では、コール セットアップ中であるコール以外の SCCP コールのステートフル フェールオー
バーはサポートされていません。

SCCP 検査の設定およびイネーブル化
SCCP 検査はデフォルトではイネーブルです。
SCCP 検査をイネーブルにする、または SCCP トラフィックの受信に使用するデフォルト ポートを変
更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力して、トラフィック クラスの名前を
指定します。
hostname(config)# class-map class_map_name

class_map_name に、次のようなトラフィック クラスの名前を指定します。
hostname(config)# class-map sccp_port

class-map コマンドを入力すると、CLI はクラス マップ コンフィギュレーション モードを開始し、プ
ロンプトが変わります。次に例を示します。
hostname(config-cmap)#

ステップ 2

クラス マップ コンフィギュレーション モードで、match コマンドを定義します。次に例を示します。
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 2000
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)#

連続したポート範囲を割り当てるには、range キーワードを入力します。次に例を示します。
hostname(config-cmap)# match port tcp range 2000-2010

連続しない複数のポートを SCCP 検査に割り当てるには、access-list extended コマンドを入力して、
各ポートと一致するよう ACE を定義します。それから match コマンドを入力して、アクセス リスト
と SCCP トラフィック クラスを対応付けます。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、ポリシー マップの名前を指定します。
hostname(config)# policy-map policy_map_name

policy_map_name にポリシー マップの名前を指定します。次に例を示します。
hostname(config)# policy-map sample_policy

CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始し、それに応じてプロンプトが次のよう
に変わります。
hostname(config-pmap)#

ステップ 4

次のコマンドを入力して、ステップ 1 で定義されたトラフィック クラスをポリシー マップに含めるよ
う指定します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
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たとえば、次のコマンドを使用すると、sccp_port トラフィック クラスを現在のポリシー マップに割り
当てます。
hostname(config-pmap)# class sccp_port

CLI はポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを開始し、それに応じてプロンプトが次
のように変わります。
hostname(config-pmap-c)#

ステップ 5

（任意）SCCP トラフィックを受信するため FWSM が使用するデフォルト ポートを変更するには、次
のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# inspect skinny

ステップ 6

次のコマンドを入力して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config-pmap)#

ステップ 7

次のコマンドを入力して、グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
hostname(config-pmap)# exit
hostname(config)#

ステップ 8

次のコマンドを入力して、ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用し
ます。
hostname(config)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID

policy_map_name にステップ 3 で設定したポリシー マップを指定し、global オプションを使用してす
べてのインターフェイスを識別する、あるいは nameif コマンドで割り当てられた名前を使用して特定
のインターフェイスを識別します。
たとえば、次のコマンドは sample_policy を外部インターフェイスに適用します。
hostname(config)# service-policy sample_policy interface outside

次のコマンドは sample_policy をすべての FWSM インターフェイスに適用します。
hostname(config)# service-policy sample_policy global

例 22-12 に示すように、SCCP インスペクション エンジンをイネーブルにし、デフォルト ポート
（2000）の SCCP トラフィックと一致するクラス マップを作成します。その後、サービス ポリシーは
外部インターフェイスに適用されます。
例 22-12

SCCP アプリケーション検査のイネーブル化

hostname(config)# class-map sccp_port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 2000
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class sccp_port
hostname(config-pmap-c)# inspect skinny
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy sample_policy interface outside
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SCCP 検査の確認およびモニタ
show skinny コマンドは、SCCP（Skinny）インスペクション エンジンの問題をトラブルシューティン
グする場合に役立ちます。次に、次の条件での show skinny コマンドの出力例を示します。2 つのアク
ティブな Skinny セッションが FWSM に設定されています。最初のセッションは、ローカル アドレス
10.0.0.11 にある内部 Cisco IP Phone と 172.18.1.33 にある外部 Cisco CallManager の間に確立された
音声接続です。TCP ポート 2000 は CallManager です。2 番めのセッションは、ローカル アドレス
10.0.0.22 にある別の内部 Cisco IP Phone と同じ Cisco CallManager の間に確立されたビデオ接続です。
hostname# show skinny
LOCAL
FOREIGN
STATE
--------------------------------------------------------------1
10.0.0.11/52238
172.18.1.33/2000
1
AUDIO 10.0.0.11/22948
172.18.1.22/20798
2
10.0.0.22/52232
172.18.1.33/2000
1
VIDEO 10.0.0.22/20798
172.18.1.11/22948

この出力は、2 つの内部 Cisco IP Phone 間でコールが確立されていることを示します。最初の電話機と
2 番めの電話機の RTP リスニング ポートは、それぞれ UDP 22948 および 20798 です。
次に、これらの Skinny 接続の show xlate debug コマンドの出力例を示します。
hostname# show xlate debug
2 in use, 2 most used
Flags: D - DNS, d - dump, I - identity, i - inside, n - no random,
r - portmap, s - static
NAT from inside:10.0.0.11 to outside:172.18.1.11 flags si idle 0:00:16 timeout 0:05:00
NAT from inside:10.0.0.22 to outside:172.18.1.22 flags si idle 0:00:14 timeout 0:05:00

SCCP（Skinny）の設定例
図 22-18 に、SCCP（Skinny）検査の設定例を示します。
図 22-18

SCCP（Skinny）検査の設定
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この例に対応する設定は、次のとおりです。
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hostname(config)# interface Vlan100
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.2 255.0.0.0
hostname(config-if)# !
hostname(config-if)# interface Vlan50
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# ip address 10.100.100.2 255.0.0.0
hostname(config-if)# !
hostname(config-if)# interface Vlan90
hostname(config-if)# nameif callmgr
hostname(config-if)# security-level 75
hostname(config-if)# ip address 209.165.201.254 255.0.0.0

TFTP ポートを CallManager の IP アドレスに対してイネーブルにして、内部および外部の電話で初期
設定用に CallManager からコンフィギュレーション ファイルをダウンロードできるようにしています。
TCP ポート 2000 を CallManager の IP アドレスに対してイネーブルにして、Skinny シグナリングにお
いて電話と CallManager 間のモジュールがファイアウォール モジュールを通過できるようにしていま
す。
hostname(config-if)# access-list voice extended permit udp any host 209.165.201.210 eq
tftp
hostname(config)# access-list voice extended permit tcp any host 209.165.201.210 eq 2000

着信トラフィック用の内部および外部インターフェイスで上記のアクセス リストを適用します。
hostname(config)# access-group voice in interface outside
hostname(config)# access-group voice in interface inside

SCCP（Skinny）検査を設定します。
hostname(config)# policy-map global_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
hostname(config-pmap-c)# inspect skinny

次に、ファイアウォール モジュール経由の Skinny 電話のコールがアクティブな場合の show skinny の
出力例を示します。
hostname(config)# show skinny
LOCAL
FOREIGN
STATE
--------------------------------------------------------------------1
10.0.0.2/49723
209.165.201.210/2000
1
AUDIO
209.165.201.2/24002
209.165.201.211/19212
2
209.165.201.210/2000
209.165.201.211/49692
1
AUDIO
10.0.0.2/24002
209.165.201.211/19212

次に、Skinny 電話間（それぞれ内部および外部インターフェイス経由で到達可能）にアクティブな
コールが 1 つ存在する場合の show conn の出力例を示します。Skinny 接続は k フラグでマーク付けさ
れています。
hostname(config)# show conn
3 in use, 26 most used
Network Processor 1 connections
TCP out 209.165.201.210:2000 in 10.0.0.2:49723 idle 0:00:07 Bytes 10232 FLAGS - UOI
Network Processor 2 connections
TCP out 209.165.201.211:49692 in 209.165.201.210:49723 idle 0:00:27 Bytes 12394 FLAGS UBOI
UDP out 209.165.201.211:19212 in 10.0.0.2:24002 idle 0:00:00 Bytes 3575654 FLAGS - K
Multicast sessions:
Network Processor 1 connections
Network Processor 2 connections
IPV6 connections:
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SMTP および拡張 SMTP 検査
ここでは、SMTP および ESMTP アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定
を変更する手順について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「SMTP および拡張 SMTP 検査の概要」（P.22-97）
• 「SMTP および拡張 SMTP アプリケーション検査の設定およびイネーブル化」（P.22-98）

SMTP および拡張 SMTP 検査の概要
FWSM は、SMTP および ESMTP のアプリケーション検査をサポートします。これらのプロトコルの
アプリケーション検査は、FWSM を通過できる SMTP または ESMTP コマンドのタイプを制限した
り、モニタ機能を追加することで、攻撃から保護します。

ESMTP は SMTP プロトコルの機能を強化したもので、SMTP と同様の機能を持ちます。便宜上、こ
のマニュアルでは、SMTP という用語で SMTP と ESMTP の両方を示します。ESMTP のアプリケー
ション検査プロセスには、SMTP セッションのサポートが含まれます。ESMTP セッションで使用する
コマンドの多くは、SMTP セッションで使用するコマンドと同じですが、ESMTP セッションはかなり
高速で、信頼性とセキュリティに関連したオプション（配信ステータス通知など）をより多く提供しま
す。
inspect smtp コマンドは、7 つの RFC 821 コマンド（DATA、HELO、MAIL、NOOP、QUIT、
RCPT、RSET）をサポートします。inspect esmtp コマンドは、この 7 つのコマンドをサポートし、拡
張 SMTP コマンド（AUTH、HELP、EHLO、ETRN、SAML、SEND、SOML、VRFY）もサポート
します。
他の SMTP または ESMTP コマンド、および ESMTP のプライベートな拡張はサポートされません。
サポートされないコマンドは X に変換され、FWSM で保護された SMTP サーバによって拒否されま
す。この結果、「500 Command unknown: 'XXX'.」のようなメッセージが表示され、不完全なコマンド
は廃棄されます。

SMTP アプリケーション検査は、inspect smtp コマンドでイネーブルになって、高速パス処理で実行
されます。したがって、この検査は FWSM 上の 3 つのネットワーク プロセッサのいずれかで実行され
ます。ESMTP アプリケーション検査は、inspect esmtp コマンドでイネーブルになって、コントロー
ル プレーン パス処理で実行されます。したがって、この検査は FWSM 上の 1 つの汎用プロセッサで
実行されます。

（注）

ポリシー マップに inspect smtp コマンドと inspect esmtp コマンドの両方が含まれる場合、ポリシー
マップに記載された最初のコマンドだけが一致するトラフィックに適用されます。
検査では、文字「2」、「0」、「0」を除くサーバの SMTP バナーの文字をアスタリスクに変更します。復
帰（CR）文字および改行（LF）文字は無視されます。

SMTP 検査をイネーブルにする場合、次の規則に従わないと、対話型の SMTP に使用する Telnet セッ
ションが停止することがあります。SMTP コマンドの長さは 4 文字以上にする必要があります。復帰
と改行で終了する必要があります。次の応答を発行する前に現在の応答を待機する必要があります。

SMTP サーバは、クライアントの要求に対して、数値の応答コードおよび任意の判読可能文字列を使
用して応答します。SMTP アプリケーション検査によって、ユーザが使用できるコマンドとサーバが
返すメッセージが制御および削減されます。SMTP 検査は、次の 3 つの主要なタスクを実行します。
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• SMTP 要求を 7 つの基本的な SMTP コマンドと 8 つの拡張コマンドに制限します。
• SMTP コマンド応答シーケンスをモニタします。
• 監査証跡を生成します。メール アドレスに組み込まれていた無効な文字が置き換えられると、監
査レコード 108002 が生成されます。詳細については、RFC 821 を参照してください。

SMTP 検査は、コマンドおよび応答シーケンスをモニタして、次の異常なシグニチャを検出します。
• 不完全なコマンド。
• コマンドの不正な終了（<CR><LR> で終わっていない）。
• MAIL コマンドと RCPT コマンドでは、メールの送信者と受信者が指定されます。異常な文字がな
いか、メール アドレスがスキャンされます。パイプ（|）が削除（空白スペースに変更）され、「<」
および「>」については、メール アドレスの定義に使用される場合だけ許可されます（「<」の後に
は、必ず「>」が使用されている必要があります）。
• SMTP サーバによる予期しない移行。
• 未知のコマンドがあると、FWSM はパケット内のすべての文字を X に変更します。この場合、
サーバがクライアントに対してエラー コードを生成します。パケット内が変更されているため、

TCP チェックサムは、再計算または調節する必要があります。
• TCP ストリームの編集。
• コマンドのパイプライン化。

（注）

FWSM は、着信トラフィックでのみ SMTP および Extended SMTP Inspection をサポートします。つ
まり、FWSM は、低いセキュリティ レベルから高いセキュリティ レベルへのトラフィックの検査をサ
ポートします。

SMTP および拡張 SMTP アプリケーション検査の設定およびイネーブル化
SMTP 検査はデフォルトではイネーブルです。
SMTP または拡張 SMTP 検査をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

FWSM の後ろの SMTP サーバが SMTP トラフィックを待ち受けるポートを決定します。デフォルト
ポートは TCP ポート 25 ですが、他のポートを待ち受けるよう SMTP サーバを設定できます。

ステップ 2

SMTP トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更
します。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

match コマンドを使用して、ステップ 1 で決定した SMTP ポートに送信されたトラフィックを識別し
ます。
ポート マッパ プロセスが単一ポートを待ち受ける場合、match port コマンドを使用して、ポートに送
信されたトラフィックを次のように識別できます。
hostname(config-cmap)# match port tcp eq port_number

port_number は、ポート マッパ プロセスが待ち受けるポートです。連続したポート範囲を割り当てる
必要がある場合、range キーワードを使用します。次に例を示します。
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hostname(config-cmap)# match port tcp range begin_port_number end_port_number

ヒント 連続しない複数のポートを識別する必要がある場合、access-list extended コマンドを入力し
て、各ポートと一致するよう ACE を定義します。それから、match port コマンドではなく、
match access-list コマンドを使用して、アクセス リストと SMTP トラフィック クラスを対応
付けます。
ステップ 4

SMTP インスペクション エンジンを SMTP トラフィックに適用するのに使用するポリシー マップを作
成します。そのためには、policy-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 5

ステップ 2 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは SMTP トラフィックを識別し
ます。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、ステップ 2 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 6

次のいずれかを実行します。

a. 拡張 SMTP アプリケーション検査をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# inspect esmtp

b. SMTP アプリケーション検査をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# inspect smtp

（注）

ステップ 7

inspect smtp コマンドと inspect esmtp コマンドの違いについては、「SMTP および拡張
SMTP 検査の概要」（P.22-97）を参照してください。

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 4 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに SMTP トラフィックの検査を開始します。

例 22-13

ESMTP 検査の設定およびイネーブル化

hostname(config)# class-map smtp_port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 25
hostname(config-cmap)# policy-map sample_policy

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

22-99

第 22 章

アプリケーション層プロトコル検査の適用

SNMP 検査

hostname(config-pmap)# class smtp_port
hostname(config-pmap-c)# inspect esmtp
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside
hostname(config)#

SNMP 検査
ここでは、SNMP アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定を変更する手
順について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「SNMP 検査の概要」（P.22-100）
• 「SNMP アプリケーション検査のイネーブル化および設定」（P.22-100）

SNMP 検査の概要
SNMP アプリケーション検査では、SNMP トラフィックを特定バージョンの SNMP に制限できます。
旧バージョンの SNMP はセキュリティが高くないため、特定の SNMP バージョンを拒否することがセ
キュリティ ポリシーによって要求されることがあります。FWSM は、SNMP バージョン 1、2、2c、
または 3 を拒否できます。SNMP マップ コンフィギュレーション モードで deny version コマンドを使
用することにより、許可するバージョンを制御します。

SNMP アプリケーション検査のイネーブル化および設定
SNMP 検査のデフォルト設定を変更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

FWSM の後ろのネットワーク デバイスが SNMP トラフィックを待ち受けるポートを決定します。デ
フォルト ポートは、TCP ポート 161 および 162 です。

ステップ 2

SNMP トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変更
します。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

match コマンドを使用して、ステップ 1 で決定した SNMP ポートに送信されたトラフィックを識別し
ます。
連続したポート範囲を割り当てる必要がある場合、range キーワードを使用します。次に例を示しま
す。
hostname(config-cmap)# match port tcp range begin_port_number end_port_number

begin_port_number は、SNMP ポート範囲の最小ポートで、end_port_number は最大ポートです。
ヒント 連続しない複数のポートを識別する必要がある場合、access-list extended コマンドを入力し
て、各ポートと一致するよう ACE を定義します。それから、match port コマンドではなく、
match access-list コマンドを使用して、アクセス リストと SNMP トラフィック クラスを対応
付けます。
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ステップ 4

SNMP 検査のパラメータを含む SNMP マップを作成します。snmp-map コマンドを次のように使用し
ます。
hostname(config-cmap)# snmp-map map_name
hostname(config-snmp-map)#

map_name には、SNMP マップの名前を指定します。CLI は SNMP マップ コンフィギュレーション
モードに入ります。
ステップ 5

SNMP マップによって許可された SNMP のバージョンを指定します。そのためには、deny version コ
マンドを使用して、許可しないバージョンを次のように否定します。
hostname(config-snmp-map)# deny version version
hostname(config-snmp-map)#

version は、制限する SNMP バージョンです。version の有効な値は 1、2、2c、3 です。deny version
コマンドは、必要な回数入力できます。
ステップ 6

SNMP インスペクション エンジンを SNMP トラフィックに適用するために使用するポリシー マップを
作成するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマンドを次の
ように使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 7

ステップ 2 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは SNMP トラフィックを識別し
ます。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、ステップ 2 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 8

SNMP アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、inspect snmp コマンドを次のよ
うに使用します。
hostname(config-pmap-c)# inspect snmp snmp_map_name
hostname(config-pmap-c)#

snmp_map_name は、ステップ 4 で作成した SNMP マップです。
ステップ 9

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 6 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに SNMP トラフィックの検査を開始します。
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例 22-14 は、外部インターフェイスから TCP ポート 161 および 162 に送信されたトラフィック上で
SNMP アプリケーション検査をイネーブルにします。
例 22-14

SNMP アプリケーション検査の設定

hostname(config)# class-map snmp_port
hostname(config-cmap)# match port tcp range 161 162
hostname(config-cmap)# snmp-map sample_map
hostname(config-snmp-map)# deny version 1
hostname(config-snmp-map)# deny version 2
hostname(config-snmp-map)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class snmp_port
hostname(config-pmap-c)# inspect snmp sample_map
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside
hostname(config)#

SQL*Net 検査
SQL*Net 検査はデフォルトでイネーブルになっています。
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
SQL*Net 検査の詳細については、
Services Module Command Reference』の inspect sqlnet コマンド ページを参照してください。

Sun RPC 検査
ここでは、Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルにして、デフォルトのポート設定を変更し、
Sun RPC サービス テーブルを管理する手順について説明します。ここでは、次の内容について説明し
ます。

• 「Sun RPC 検査の概要」（P.22-102）
• 「Sun RPC 検査のイネーブル化および設定」（P.22-103）
• 「Sun RPC サービスの管理」（P.22-105）
• 「Sun RPC 検査の確認とモニタリング」（P.22-105）

Sun RPC 検査の概要
Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更するに
は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで inspect sunrpc コマンドを使用します。
このモードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モード内で class コマンドを使用すると利用
できます。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
inspect sunrpc コマンドは、Sun RPC プロトコルに対するアプリケーション検査をイネーブルまたは
ディセーブルにします。Sun RPC は、NFS および NIS で使用されます。Sun RPC サービスはどのポー
ト上でも実行できます。サーバ上の Sun RPC サービスにアクセスしようとするクライアントは、その
サービスが実行されているポートを知る必要があります。そのためには、予約済みポート 111 でポート
マッパー プロセス（通常は rpcbind）に照会します。
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クライアントがサービスの Sun RPC プログラム番号を送信すると、ポート マッパー プロセスはサービ
スのポート番号を応答します。クライアントは、ポート マッパー プロセスによって特定されたポート
を指定して、Sun RPC クエリーをサーバに送信します。サーバが応答すると、FWSM はこのパケット
を代行受信し、そのポートで TCP と UDP の両方の初期接続を開きます。

（注）

Sun RPC Inspection は、XLATE BYPASS 機能ではサポートされていません。これは、Sun RPC
Inspection が XLATES に基づいて機能し、XLATE BYPASS 機能により Sun RPC Inspection が正しく
機能できないためです。xlate-bypass コマンドの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and
Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

（注）

Sun RPC ペイロード情報の NAT または PAT はサポートされていません。

Sun RPC 検査のイネーブル化および設定
Sun RPC 検査はデフォルトではイネーブルです。
（注）

UDP 上で Sun RPC 検査をイネーブルにしたり設定したりするには、別のトラフィック クラスまたは新
しいポリシー マップを定義する必要はありません。単に inspect sunrpc コマンドをポリシー マップに
追加します。このポリシー マップのトラフィック クラスはデフォルトのトラフィック クラスによって
定義されます。例 22-16（P.22-105）に、この設定の例を示します。
Sun RPC 検査をイネーブルにする、または TCP を使用して Sun RPC トラフィックの受信に使用する
デフォルト ポートを変更する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

ポート マッパ プロセスが待ち受けるポートを決定します。これはほとんどの場合、ポート 111 で、オ
ペレーティング システムと実装状態に応じて異なります。

ステップ 2

Sun RPC トラフィックを識別するには、クラス マップを作成するか、または既存のクラス マップを変
更します。class-map コマンドを次のように使用します。
hostname(config)# class-map class_map_name
hostname(config-cmap)#

class_map_name は、トラフィック クラスの名前です。class-map コマンドを入力すると、CLI がクラ
スマップ コンフィギュレーション モードに移行します。
ステップ 3

match コマンドを使用して、ステップ 1 で決定したポートに送信されたトラフィックを識別します。
ポート マッパ プロセスが単一ポートを待ち受ける場合、match port コマンドを使用して、ポートに送
信されたトラフィックを次のように識別できます。
hostname(config-cmap)# match port tcp eq port_number

port_number は、ポート マッパ プロセスが待ち受けるポートです。連続したポート範囲を割り当てる
必要がある場合、range キーワードを使用します。次に例を示します。
hostname(config-cmap)# match port tcp range begin_port_number end_port_number

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

22-103

第 22 章

アプリケーション層プロトコル検査の適用

Sun RPC 検査

ヒント 連続しない複数のポートを識別する必要がある場合、access-list extended コマンドを入力し
て、各ポートと一致するよう ACE を定義します。それから、match port コマンドではなく、
match access-list コマンドを使用して、アクセス リストと Sun RPC トラフィック クラスを対
応付けます。
ステップ 4

Sun RPC インスペクション エンジンを Sun RPC トラフィックに適用するために使用するポリシー
マップを作成するか、または既存のポリシー マップを変更します。そのためには、policy-map コマン
ドを次のように使用します。
hostname(config-cmap)# policy-map policy_map_name
hostname(config-pmap)#

policy_map_name は、ポリシー マップの名前です。CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 5

ステップ 2 で作成したクラス マップを指定します。このクラス マップは Sun RPC トラフィックを識別
します。class コマンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap)# class class_map_name
hostname(config-pmap-c)#

class_map_name は、ステップ 2 で作成したクラス マップの名前です。CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始し、プロンプトがそれに応じて変わります。
ステップ 6

Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルにします。そのためには、次のコマンドを入力します。
hostname(config-pmap-c)# inspect sunrpc
hostname(config-pmap-c)#

ステップ 7

ポリシー マップをグローバルに、または特定のインターフェイスに適用するには、service-policy コマ
ンドを次のように使用します。
hostname(config-pmap-c)# service-policy policy_map_name [global | interface interface_ID]
hostname(config)#

policy_map_name は、ステップ 4 で設定したポリシー マップです。ポリシー マップをすべてのイン
ターフェイス上のトラフィックに適用する場合、global オプションを使用します。ポリシー マップを
特定のインターフェイス上のトラフィックに適用する場合、interface interface_ID オプションを使用
します。interface_ID は、nameif コマンドでインターフェイスに割り当てられた名前です。
FWSM は、指定のとおりに Sun RPC トラフィックの検査を開始します。

例 22-15

TCP ベースの Sun RPC 検査のイネーブル化および設定

次に、外部インターフェイスから TCP ポート 111 に送信されたトラフィック上で Sun RPC アプリケー
ション検査をイネーブルにする例を示します。
hostname(config)# class-map sunrpc_port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 111
hostname(config-cmap)# policy-map sample_policy
hostname(config-pmap)# class sunrpc_port
hostname(config-pmap-c)# inspect sunrpc
hostname(config-pmap-c)# service-policy sample_policy interface outside
hostname(config)#

例 22-16 に、Sun RPC over UDP をイネーブルにする例を示します。これを行うには、アクションをデ
フォルト トラフィック クラスに適用するポリシー マップに、inspect sunrpc コマンドを追加します。
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例 22-16

UDP ベースの Sun RPC 検査のイネーブル化および設定

hostname(config)# policy-map asa_global_fw_policy
hostname(config-pmap)# class inspection_default
hostname(config-pmap-c)# inspect sunrpc
hostname(config-pmap-c)#

Sun RPC サービスの管理
FWSM は、確立された Sun RPC セッションを制御するための Sun RPC サービス テーブルを保持しま
す。Sun RPC サービス テーブルにエントリを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで sunrpc-server コマンドを使用します。
sunrpc-server コマンドを使用して、FWSM が Sun RPC アプリケーション検査によってオープンした
ピンホールを閉じるまでのタイムアウトを指定します。たとえば、IP アドレス 192.168.100.2 を持つ
Sun RPC サーバに 30 分のタイムアウトを作成するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# sunrpc-server inside 192.168.100.2 255.255.255.255 service 100003
protocol tcp 111 timeout 00:30:00

このコマンドは、Sun RPC アプリケーション検査で開いたピンホールが 30 分後に閉じるように指定し
ます。この例では、Sun RPC サーバは TCP ポート 111 を使用する内部インターフェイスにあります。
UDP、別のポート番号、ポート範囲を指定することもできます。ポート範囲を指定するには、範囲の
開始ポート番号と終了ポート番号をハイフンで区切ります（111-113 など）。
サービス タイプは、特定のサービス タイプとそのサービスに使用するポート番号の間のマッピングを
特定します。サービス タイプ（この例では 100003）を判定するには、Sun RPC サーバ マシンの
UNIX または Linux コマンドラインで、sunrpcinfo コマンドを使用します。

Sun RPC コンフィギュレーションを消去するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear configure sunrpc-server

これによって、sunrpc-server コマンドを使用して実行されるコンフィギュレーションが削除されま
す。sunrpc-server コマンドを使用して、指定したタイムアウト値を持つピンホールを作成できます。
アクティブな Sun RPC サービスを消去するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear sunrpc-server active

Sun RPC アプリケーション検査はポート マッパ サービスへのサービス要求に基づいてトラフィックを
イネーブルにしたので、これはオープンしたピンホールを消去します。

（注）

FWSM は、アプリケーション層でのフラグメント化 Sun RPC トラフィックをサポートしません。ピン
ホールは、最初のフラグメントのポートのみに開かれます。

Sun RPC 検査の確認とモニタリング
ここでの出力例は、内部インターフェイス上で IP アドレス 192.168.100.2 を持つ Sun RPC サーバ、お
よび外部インターフェイス上で IP アドレス 209.165.201.5 を持つ Sun RPC クライアントが対象です。
現在の Sun RPC 接続に関する情報を表示するには、show conn コマンドを入力します。次に、show
conn コマンドの出力例を示します。
hostname# show conn
15 in use, 21 most used
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UDP out 209.165.200.5:800 in 192.168.100.2:2049 idle 0:00:04 flags UDP out 209.165.200.5:714 in 192.168.100.2:111 idle 0:00:04 flags UDP out 209.165.200.5:712 in 192.168.100.2:647 idle 0:00:05 flags UDP out 192.168.100.2:0 in 209.168.201.5:714 idle 0:00:05 flags i
hostname(config)#

Sun RPC サービス テーブル コンフィギュレーションに関する情報を表示するには、show
running-config sunrpc-server コマンドを入力します。次に、show running-config sunrpc-server コ
マンドの出力例を示します。
hostname(config)# show running-config sunrpc-server
sunrpc-server inside 192.168.100.2 255.255.255.255 service 100003 protocol UDP port 111
timeout 0:30:00
sunrpc-server inside 192.168.100.2 255.255.255.255 service 100005 protocol UDP port 111
timeout 0:30:00

この出力では、IP アドレスが 192.168.100.2 で内部インターフェイスにある Sun RPC サーバの UDP
ポート 111 で、タイムアウト間隔が 30 分に設定されていることが示されています。

Sun RPC サービス用に開いているピンホールを表示するには、show sunrpc-server active コマンドを
入力します。次に、show sunrpc-server active コマンドの出力例を示します。
hostname# show sunrpc-server active
LOCAL FOREIGN SERVICE TIMEOUT
----------------------------------------------1 209.165.201.5/0 192.168.100.2/2049 100003 0:30:00
2 209.165.201.5/0 192.168.100.2/2049 100003 0:30:00
3 209.165.201.5/0 192.168.100.2/647 100005 0:30:00
4 209.165.201.5/0 192.168.100.2/650 100005 0:30:00

LOCAL カラムのエントリは、内部インターフェイスのクライアントまたはサーバの IP アドレスを示
します。FOREIGN カラムの値は、外部インターフェイスのクライアントまたはサーバの IP アドレス
を示します。

Sun RPC サーバで実行されている Sun RPC サービスに関する情報を表示するには、Linux または
UNIX サーバのコマンドラインから rpcinfo -p コマンドを入力します。次に、rpcinfo -p コマンドの出
力例を示します。
sunrpcserver:~ # rpcinfo -p
program vers proto port
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100024 1 udp 632 status
100024 1 tcp 635 status
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100021 1 udp 32771 nlockmgr
100021 3 udp 32771 nlockmgr
100021 4 udp 32771 nlockmgr
100021 1 tcp 32852 nlockmgr
100021 3 tcp 32852 nlockmgr
100021 4 tcp 32852 nlockmgr
100005 1 udp 647 mountd
100005 1 tcp 650 mountd
100005 2 udp 647 mountd
100005 2 tcp 650 mountd
100005 3 udp 647 mountd
100005 3 tcp 650 mountd
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この出力では、ポート 647 が UDP 上で実行されている mountd デーモンに対応しています。mountd
プロセスでは、一般的にポート 32780 がよく使用されますが、この例では TCP ポート 650 を使用しま
す。

TFTP 検査
TFTP 検査はデフォルトでイネーブルになっています。
TFTP 検査の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』の inspect tftp コマンド ページを参照してください。

XDMCP 検査
XDMCP 検査はデフォルトでイネーブルになっていますが、XDMCP インスペクション エンジンは、
established コマンドが適切に構成されていないと使用できません。
XDMCP 検査の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall
Services Module Command Reference』の established および inspect pptp コマンド ページを参照して
ください。
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管理アクセスの設定
この章では、システム管理のために Telnet、SSH、HTTPS、および VPN 経由で FWSM にアクセスす
る方法について説明します。ユーザ認証および許可の方法についても説明します。
この章では、次の内容について説明します。

• 「Telnet アクセスの許可」（P.23-1）
• 「SSH アクセスの許可」（P.23-2）
• 「ASDM 用の HTTPS アクセスの許可」（P.23-4）
• 「VPN 管理接続の許可」（P.23-4）
• 「FWSM との ICMP 送受信の許可」（P.23-9）
• 「システム管理者用の AAA」（P.23-10）

（注）

また、管理アクセス用の FWSM インターフェイスにアクセスする場合は、ホスト IP アドレスを許可
するアクセス リストは不要です。必要なのは、この章の各項の説明に従って管理アクセスを設定する
ことだけです。

Telnet アクセスの許可
FWSM は、管理目的で FWSM への Telnet 接続を許可します。IPSec トンネル内で Telnet を使用する
場合を除き、最も低いセキュリティ インターフェイスに対して Telnet は使用できません。
FWSM は、コンテキストごとに最大 5 つの同時 Telnet 接続を許可し、可能な場合は、最大 100 の接続
がすべてのコンテキストの間で分割されます。コンテキストごとに許可する Telnet セッション数を管
理するには、リソース クラスを使用します （「クラスの設定」（P.4-25）を参照）。管理コンテキストに
かぎって、最大 15 の Telnet セッションと 15 の SSH セッションを同時に使用できます。
（注）

2 つ以上の同時 Telnet または SSH セッションを使用しており、いずれかのセッションで More プロン
プトが表示されている場合、More プロンプトが終了するまで他のセッションが中断することがありま
す。More プロンプトをディセーブルにしてこの状況を回避するには、pager lines 0 コマンドを入力し
ます。
FWSM への同時アクセスは推奨されないことに注意してください。状況によっては、2 つの Telnet
セッションで同じコマンドを発行すると、一方のセッションでキーが押されるまで、もう一方のセッ
ションが中断する場合もあります。
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FWSM に Telnet アクセスを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

FWSM が接続を受け入れる送信元 IP アドレスを指定するには、アドレスまたはサブネットごとに、次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# telnet source_IP_address mask source_interface

インターフェイスが 1 つしかない場合は、インターフェイスのセキュリティ レベルが 100 である限り、
そのインターフェイスにアクセスするように Telnet を設定することができます。
ステップ 2

（任意）FWSM が Telnet セッションを切断するまでに、セッションがアイドル状態を維持する時間の
長さを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# telnet timeout minutes

タイムアウトは 1 ～ 1440 分に設定します。デフォルトは 5 分です。デフォルト値では一般に短すぎる
ので、実動前のテストとトラブルシューティングがすべて完了するまでは、長めに設定しておいてくだ
さい。

たとえば、192.168.1.2 というアドレスを持つ内部インターフェイス上のホストから FWSM にアクセ
スするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# telnet 192.168.1.2 255.255.255.255 inside
hostname(config)# telnet timeout 30

192.168.3.0 ネットワーク上のすべてのユーザが内部インターフェイス上の FWSM にアクセスできる
ようにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# telnet 192.168.3.0 255.255.255.0 inside

SSH アクセスの許可
FWSM は、管理目的で FWSM への SSH 接続を許可します。FWSM は、コンテキストごとに最大 5 つ
の同時 SSH 接続を許可し、可能な場合は、最大 100 の接続がすべてのコンテキストの間で分割されま
す。各コンテキストに許可する SSH セッション数を管理するには、リソース クラスを使用します
（「クラスの設定」
（P.4-25）を参照）。管理コンテキストにかぎって、最大 15 の Telnet セッションと 15
の SSH セッションを同時に使用できます。
（注）

2 つ以上の同時 Telnet または SSH セッションを使用しており、いずれかのセッションで More プロン
プトが表示されている場合、More プロンプトが終了するまで他のセッションが中断することがありま
す。More プロンプトをディセーブルにしてこの状況を回避するには、pager lines 0 コマンドを入力し
ます。
SSH は、強力な認証と暗号化機能を提供する TCP/IP など、信頼性の高いトランスポート層で実行され
るアプリケーションです。FWSM は SSH バージョン 1 および 2 で提供されている SSH リモート シェ
ル機能をサポートし、DES 暗号および 3DES 暗号をサポートします。

（注）

SSL および SSH での XML 管理はサポートされていません。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SSH アクセスの設定」（P.23-3）
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• 「SSH クライアントの使用」（P.23-3）

SSH アクセスの設定
FWSM に SSH アクセスを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

SSH に必要な RSA キー ペアを生成するには、「キー ペアの生成」（P.12-4）を参照してください。

ステップ 2

FWSM が接続を受け入れる送信元 IP アドレスを指定するには、アドレスまたはサブネットごとに、次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# ssh source_IP_address mask source_interface

FWSM は、最も低いセキュリティ レベルの接続も含め、すべてのインターフェイスから SSH 接続を
受け入れます。
ステップ 3

（任意）FWSM が SSH セッションを切断するまでに、セッションがアイドル状態を維持する時間の長
さを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# ssh timeout minutes

タイムアウトは 1 ～ 60 分に設定します。デフォルトは 5 分です。デフォルト値では一般に短すぎるの
で、実動前のテストとトラブルシューティングがすべて完了するまでは、長めに設定しておいてくださ
い。
ステップ 4

（任意）次のコマンドを入力して、FWSM で許可する SSH のバージョンを制限します。デフォルトで
は、FWSM は両方のバージョンを許可します。
hostname(config)# ssh version {1 | 2)

たとえば、RSA キーを生成し、192.168.1.2 というアドレスを持つ内部インターフェイス上のホストか
ら FWSM にアクセスするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

crypto key generate rsa modulus 1024
write mem
ssh 192.168.1.2 255.255.255.255 inside
ssh 192.168.1.2 255.255.255.255 inside
ssh timeout 30

192.168.3.0 ネットワーク上のすべてのユーザが内部インターフェイス上の FWSM にアクセスできる
ようにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# ssh 192.168.3.0 255.255.255.0 inside

SSH クライアントの使用
SSH を使用して FWSM のコンソールにアクセスするには、SSH クライアントからユーザ名 pix を入力
し、password コマンドで設定したログイン パスワードを入力します（「ログイン パスワードの変更」
（P.7-1）を参照）。デフォルトのパスワードは「cisco」です。
SSH セッションを開始すると、次のように SSH ユーザ認証プロンプトが表示される前に、FWSM コ
ンソール上にドット（.）が表示されます。
hostname(config)# .
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ドットが表示されても、SSH の機能には影響を与えません。コンソールにドットが表示されるのは、
ユーザ認証が始まる前で、サーバ キーを生成する場合か、または SSH キー交換中に秘密キーを使用し
てメッセージを復号化する場合です。これらのタスクには 2 分以上かかることがあります。ドットは、
FWSM がビジー状態で、ハングしていないことを示す進捗インジケータです。

ASDM 用の HTTPS アクセスの許可
ASDM を使用するには、HTTPS サーバをイネーブルにし、FWSM への HTTPS 接続を許可する必要
があります。setup コマンドを使用すると、これらの設定は完了します。ここでは、ASDM アクセス
を手動で設定する場合の手順について説明します。
FWSM では、コンテキストごとに最大 5 つの同時 ASDM インスタンスを使用でき、全コンテキスト間
で最大 80 の ASDM インスタンスの使用が可能です。コンテキストごとに許可する ASDM セッション
数を管理するには、リソース クラスを使用します （「クラスの設定」（P.4-25）を参照）。
ASDM アクセスを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

FWSM が HTTPS 接続を受け入れる送信元 IP アドレスを指定するには、アドレスまたはサブネットご
とに、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# http source_IP_address mask source_interface

ステップ 2

HTTPS サーバをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# http server enable

たとえば、HTTPS サーバをイネーブルにして、192.168.1.2 というアドレスを持つ内部インターフェイ
ス上のホストが ASDM にアクセスできるようにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# http server enable
hostname(config)# http 192.168.1.2 255.255.255.255 inside

192.168.3.0 ネットワーク上のすべてのユーザが内部インターフェイス上の ASDM にアクセスできる
ようにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# http 192.168.3.0 255.255.255.0 inside

VPN 管理接続の許可
FWSM は、IPSec を使用した管理アクセスをサポートしています。IPSec Virtual Private Network
（VPN; 仮想私設網）では、インターネットなどの安全性の低いネットワーク上で、IP パケットを確実
かつ安全に転送できます。2 つの VPN ピア間の通信はすべて、セキュア トンネルを通じて転送されま
す。つまり、パケットは暗号化され、各ピアに認証されます。
FWSM は、サイトツーサイト トンネルを使用して、Cisco PIX セキュリティ アプライアンスまたは
Cisco IOS ルータなどの他の VPN コンセントレータに接続できます。このトンネルを通じて通信でき
るピア ネットワークを指定します。FWSM の場合、トンネルの FWSM 側で使用できるアドレスは、
対象インターフェイスのアドレスだけです。
ルーテッド モードの場合、FWSM は VPN クライアントからの接続も受け入れます。VPN クライアン
トとは、Cisco VPN クライアント、または Cisco PIX セキュリティ アプライアンスなどの VPN コンセ
ントレータを稼動するホスト、あるいは Easy VPN クライアントを稼動する Cisco IOS ルータを指しま
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す。この場合、サイトツーサイト トンネルとは異なり、クライアントの IP アドレスを事前に取得する
ことはできません。クライアント認証に依存することになります。トランスペアレント ファイア
ウォール モードでは、リモート クライアントはサポートされていません。トランスペアレント モード
では、サイトツーサイトのトンネルがサポートされます。

FWSM は、最大 5 つの同時 IPSec 接続をサポートし、全コンテキスト間で最大 10 の同時接続が可能で
す。コンテキストごとに許可する IPSec セッション数を管理するには、リソース クラスを使用します
（「クラスの設定」（P.4-25）を参照）。
この項は、次のトピックで構成されています。

• 「全トンネルの基本的な設定」（P.23-5）
• 「VPN クライアント アクセスの設定」（P.23-6）
• 「サイトツーサイト トンネルの設定」（P.23-8）

全トンネルの基本的な設定
VPN クライアント アクセスとサイトツーサイト トンネルの両方で次の手順を実行します。また、IKE
ポリシー（IKE は ISAKMP の一部）および IPSec トランスフォームの設定も必要です。
すべてのトンネルに基本設定を適用する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、IKE 暗号化アルゴリズムを設定します。
hostname(config)# isakmp policy priority encryption {des | 3des}

3des キーワードの方が、des キーワードよりも安全です。
複数の IKE ポリシーを設定できます。FWSM は、ピアのポリシーと一致するまで、priority の順序で
各ポリシーを検証します。priority の値は 1 ～ 65,534 です。プライオリティは 1 が最高で、65,534 が
最低です。次の isakmp コマンドにも、同じプライオリティ値を使用してください。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、キー交換に使用する Diffie-Hellman グループを設定します。
hostname(config)# isakmp policy priority group {1 | 2}

グループ 1 は 768 ビット、グループ 2 は 1,024 ビット（より安全性が高い）です。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、認証アルゴリズムを設定します。
hostname(config)# isakmp policy priority hash {md5 | sha}

sha キーワードの方が、md5 キーワードよりも安全です。
ステップ 4

次のコマンドを入力して、IKE 認証方式を共有キーとして設定します。
hostname(config)# isakmp policy priority authentication pre-share

rsa-sig オプションを指定すると、共有キーの代わりに証明書を使用できます。この方式の詳細につい
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command
ては、
Reference』を参照してください。
ステップ 5

次のコマンドを入力して、トンネル インターフェイス上で IKE をイネーブルにします。
hostname(config)# isakmp enable interface_name

ステップ 6

次のコマンドを入力して、トランスフォーム セットの IPSec トンネルに使用する認証方式および暗号
化方式を設定します。
hostname(config)# crypto ipsec transform-set transform_name [esp-md5-hmac | esp-sha-hmac]
{esp-aes-256 | esp-aes-192 | esp-aes | esp-des | esp-3des}
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認証だけ、または暗号化だけを指定することもできますが、これらの方式は安全ではありません。
このトランスフォーム セットは、VPN クライアント グループまたはサイトツーサイト トンネルの設
定時に参照します。
トンネルでは最大 6 つのトランスフォーム セットを参照できます。トランスフォームが一致するまで、
各セットが検証されます。
このトランスフォームの認証および暗号化アルゴリズムは通常、IKE ポリシー（isakmppolicy コマン
ド）と一致します。サイトツーサイト トンネルの場合には、このトランスフォームがピアのトランス
フォームと一致する必要があります。
認証オプションは、（安全性の高い方から順に）次のとおりです。

• esp-sha-hmac
• esp-md5-hmac
暗号化オプションは、（安全性の高い方から順に）次のとおりです。

• esp-aes-256
• esp-aes-192
• esp-aes
• esp-3des
• esp-des
（注）

esp-null（暗号化なし）を使用するのは、テストを行う場合だけです。

次に、複数の IKE ポリシーおよび IPSec トランスフォーム セットを設定する例を示します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

isakmp
isakmp
isakmp
isakmp
isakmp
crypto
crypto

policy 1 authentication pre-share
policy 1 encryption 3des
policy 1 group 2
policy 1 hash sha
enable outside
ipsec transform-set vpn_client esp-3des esp-sha-hmac
ipsec transform-set site_to_site esp-3des ah-sha-hmac

VPN クライアント アクセスの設定
ルーテッド モードの場合、Cisco VPN クライアントの Version 3.0 がインストールされているホストで
あれば、インターネットなどの公衆ネットワークを通じて、管理目的で FWSM に接続できます。
トランスペアレント ファイアウォール モードでは、リモート クライアントはサポートされていませ
ん。トランスペアレント モードでは、サイトツーサイトのトンネルがサポートされます。

VPN の基本設定（「全トンネルの基本的な設定」を参照）を完了したあと、リモート クライアントか
ら FWSM への管理アクセスを許可する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、クライアント トンネルに許可するトランスフォーム セット（「全トンネルの
基本的な設定」（P.23-5）で定義したセット）を指定します。
hostname(config)# crypto dynamic-map dynamic_map_name priority set transform-set
transform_set1 [transform_set2] [...]
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複数のトランスフォーム セットをプライオリティ順（最高のプライオリティのものが最初）に列挙し
ます。
ダイナミック クリプト マップでは、未知の IP アドレスから FWSM に接続できます。

dynamic-map の名前は、ステップ 2 で使用します。
priority には、複数のコマンドを評価する優先順位を指定します。1 つのコマンドに 1 つのトランス
フォーム セットを指定し、別のコマンドに別のセットを指定した場合、プライオリティの値に基づい
て最初に評価されるコマンドが決まります。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、スタティック トンネルに（ステップ 1 で指定した）ダイナミック クリプト
マップを割り当てます。
hostname(config)# crypto map crypto_map_name priority ipsec-isakmp dynamic
dynamic_map_name

ステップ 3

次のコマンドを入力して、クライアント トンネルを終端するインターフェイスを指定します。
hostname(config)# crypto map crypto_map_name interface interface_name

1 つのインターフェイスに割り当てることのできる crypto map 名は 1 つだけです。したがって、サイ
トツーサイト トンネルと VPN クライアントの両方を同じインターフェイス上で終端する場合は、同じ
crypto map 名を共有する必要があります。
ステップ 4

次のコマンドを入力して、VPN クライアントが FWSM 上で使用するアドレス範囲を指定します。
hostname(config)# ip local pool pool_name first_ip_address-last_ip_address [mask mask]

クライアントからのトンネル経由の全パケットが、送信元アドレスとして、これらのアドレスの 1 つを
使用します。
ステップ 5

次のコマンドを入力して、FWSM 宛てのトラフィックを指定します。ステップ 7 の tunnel group コマ
ンドで指定したトラフィックだけをトンネル化できます。
hostname(config)# access-list acl_name [extended] permit {protocol} host
fwsm_interface_address pool_addresses mask

このアクセス リストでは、ローカル プール（ステップ 4 を参照）から FWSM のインターフェイスに
「拡張アクセス リストの
送信するトラフィックを特定しています。アクセス リストの詳細については、
追加」（P.13-6）を参照してください。
ステップ 6

次のコマンドを入力して、トンネル グループに VPN アドレス プールを割り当てます。
hostname(config)# tunnel-group name general-attributes address-pool pool_name

このグループは、クライアントの接続に必要な VPN 特性です。クライアントは、FWSM への接続時
に、このトンネル グループ名と、ステップ 8 で指定するパスワードを入力する必要があります。
ステップ 7

次のコマンドを入力して、FWSM 宛てのトラフィックだけをトンネル化します。
hostname(config)# group-policy name attributes
hostname(config-group-policy)# split-tunnel-policy tunnelall

（注）
ステップ 8

このコマンドは必須です。

次のコマンドを入力して、VPN グループのパスワードを設定します。
hostname(config)# group-policy group_name external server-group server_group_name password
server_password

ステップ 9

「Telnet アクセスの許可」（P.23-1）および 「SSH アクセスの許可」（P.23-2）を参照して、Telnet アク
セスまたは SSH アクセスを許可します。
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telnet コマンドおよび ssh コマンドに、VPN プール アドレスを指定してください。

次に、VPN クライアントに、外部インターフェイス（209.165.200.225）上での Telnet の使用を許可
する例を示します。ユーザ認証はローカル データベースです。この場合、指定のトンネル グループ名
とパスワード、およびユーザ名「admin」とパスワード「passw0rd」を持つユーザが、FWSM に接続
できます。
hostname(config)# isakmp policy 1 authentication pre-share
hostname(config)# isakmp policy 1 encryption 3des
hostname(config)# isakmp policy 1 group 2
hostname(config)# isakmp policy 1 hash sha
hostname(config)# isakmp enable outside
hostname(config)# username admin password passw0rd
hostname(config)# crypto ipsec transform-set vpn esp-3des esp-sha-hmac
hostname(config)# crypto dynamic-map vpn_client 1 set transform-set vpn
hostname(config)# crypto map telnet_tunnel 1 ipsec-isakmp dynamic vpn_client
hostname(config)# crypto map telnet_tunnel interface outside
hostname(config)# crypto map telnet_tunnel client authentication LOCAL
hostname(config)# ip local pool Firstpool 10.1.1.1-10.1.1.2
hostname(config)# access-list VPN_SPLIT extended permit ip host 209.165.200.225 host 10.1.1.1
hostname(config)# access-list VPN_SPLIT extended permit ip host 209.165.200.225 host 10.1.1.2
hostname(config)# tunnel-group StocktonAAA general-attributes address-pool Firstpool
hostname(config)# group-policy name attributes
hostname(config-group-policy)# split-tunnel-policy tunnelall
hostname(config)# group-policy ExternalGroup external server-group LodiAAA password $ecure23
hostname(config)# telnet 10.1.1.1 255.255.255.255 outside
hostname(config)# telnet 10.1.1.2 255.255.255.255 outside
hostname(config)# telnet timeout 30

サイトツーサイト トンネルの設定
VPN の基本設定（「全トンネルの基本的な設定」を参照）を完了したあと、サイトツーサイト トンネ
ルを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、両方のピアで使用する共有キーを設定します。
hostname(config)# isakmp key keystring address peer-address

ステップ 2

次のコマンドを入力して、トンネルを通過させるトラフィックを特定します。
hostname(config)# access-list acl_name [extended] {deny | permit} {protocol} host
fwsm_interface_address dest_address mask

宛先アドレスには、FWSM へのアクセスを許可したアドレスを指定します。
アクセス リストの詳細については、「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照してください。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、IPSec トンネルを作成します。
hostname(config)# crypto map crypto_map_name priority ipsec-isakmp

トンネルの属性はすべて、同じ crypto map 名で識別します。

priority には、複数のコマンドを評価する優先順位を指定します。1 つのコマンドでこの crypto map
名と ipsec-isakmp を指定し、別のコマンドで ipsec-isakmp dynamic（VPN クライアント接続用）を
指定した場合、プライオリティの値に基づいて最初に評価されるコマンドが決まります。
ステップ 4
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hostname(config)# crypto map crypto_map_name priority match address acl_name

ステップ 5

次のコマンドを入力して、トンネルを終端するリモート ピアを指定します。
hostname(config)# crypto map crypto_map_name priority set peer ip_address

ステップ 6

次のコマンドを入力して、トンネルに使用するトランスフォーム セット（「全トンネルの基本的な設
定」（P.23-5）で定義したもの）を指定します。
hostname(config)# crypto map crypto_map_name priority set transform-set transform_set1
[transform_set2] [...]

複数のトランスフォーム セットをプライオリティ順（最高のプライオリティのものが最初）に列挙し
ます。最大 6 つのトランスフォーム セットを指定できます。
ステップ 7

次のコマンドを入力して、トンネルを終端するインターフェイスを指定します。
hostname(config)# crypto map crypto_map_name interface interface_name

1 つのインターフェイスに割り当てることのできる crypto map 名は 1 つだけです。したがって、サイ
トツーサイト トンネルと VPN クライアントの両方を同じインターフェイス上で終端する場合は、同じ
crypto map 名を共有する必要があります。
このコマンドは、必ず他のすべての crypto map コマンドを入力したあとで、最後に指定してくださ
い。いずれかの crypto map コマンドの設定を変更する場合は、このコマンドの no 形式を入力して一
度削除してから、再度入力してください。
ステップ 8

「Telnet アクセスの許可」（P.23-1）および 「SSH アクセスの許可」（P.23-2）を参照して、Telnet アク
セスまたは SSH アクセスを許可します。

次に、ピア ルータ（209.165.202.129）に接続しているホストに、外部インターフェイス
（209.165.200.225）上での Telnet の使用を許可する例を示します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
255.255.255.224
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption 3des
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 hash sha
isakmp enable outside
crypto ipsec transform-set vpn esp-3des esp-sha-hmac
isakmp key 7mfi02lirotn address 209.165.200.223
access-list TUNNEL extended permit ip host 209.165.200.225 209.165.201.0
crypto
crypto
crypto
crypto
crypto
telnet
telnet

map telnet_tunnel 2 ipsec-isakmp
map telnet_tunnel 1 match address TUNNEL
map telnet_tunnel 1 set peer 209.165.202.129
map telnet_tunnel 1 set transform-set vpn
map telnet_tunnel interface outside
209.165.201.0 255.255.255.224 outside
timeout 30

FWSM との ICMP 送受信の許可
デフォルトでは、FWSM インターフェイスに対する（または FWSM を経由する）ICMP（ping を含
む）は許可されていません （FWSM を経由する ICMP の許可については、第 15 章「ネットワーク ア
クセスの許可または拒否」を参照してください）。ICMP はネットワーク接続をテストする重要なツー
ルですが、同時に FWSM またはネットワークを攻撃する手段にもなります。ICMP は初期テストの実
行時にかぎって許可し、通常の運用中は許可しないことを推奨します。
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システム全体で許可される ICMP ルールの最大数については、「ルールの制限」（P.A-6）を参照してく
ださい。

ICMP を使用して、FWSM のインターフェイスに到達するアドレスを許可または拒否するには（ホス
トから FWSM へ、または FWSM からホストへ送信し、ICMP 応答の返信を許可する）、次のコマンド
を入力します。
hostname(config)# icmp {permit | deny} {host ip_address | ip_address mask | any}
[icmp_type] interface_name

icmp_type を指定しないと、すべてのタイプが対象になります。番号または名前を入力できます。ping
を制御するには、echo-reply （0）（FWSM からホストへ）または echo （8）（ホストから FWSM へ）
を指定します。ICMP タイプのリストについては、「ICMP タイプ」（P.E-16）を参照してください。
アクセス リストと同様に、FWSM はパケットを、各 icmp ステートメントに対して順番に照合します。
特定のステートメントを最初に設定し、一般的なステートメントをあとに設定してください。最後に暗
黙の拒否を設定します。たとえば、最初にすべてのアドレスを許可し、次に特定のアドレスを拒否した
場合、そのアドレスは最初のステートメントにすでに一致しているので、許可されることになります。

（注）

FWSM からホストへの ping を許可（すなわち、インターフェイスへのエコー応答を許可）し、ホスト
から FWSM への ping を許可したくない場合には、上記のコマンドを入力する代わりに、ICMP インス
ペクション エンジンをイネーブルにする方法もあります。第 22 章「アプリケーション層プロトコル検
査の適用」を参照してください。
たとえば、10.1.1.15 のホストを除くすべてのホストに対して内部インターフェイスへの ICMP の使用
を許可するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# icmp deny host 10.1.1.15 inside
hostname(config)# icmp permit any inside

10.1.1.15 のホストに内部インターフェイスへの ping の使用だけを許可するには、次のコマンドを入力
します。
hostname(config)# icmp permit host 10.1.1.15 inside

システム管理者用の AAA
ここでは、システム管理者が CLI 認証、コマンド許可、およびコマンド アカウンティングをイネーブ
ルにする方法について説明します。システム管理者の AAA を設定する前に、まず第 11 章「AAA サー
バとローカル データベースの設定」に従ってローカル データベースまたは AAA サーバを設定します。

（注）

マルチ コンテキスト モードでは、システム コンフィギュレーションで AAA コマンドを設定できませ
ん。ただし、管理コンテキストで Telnet 認証を設定した場合、認証はスイッチから FWSM へのセッ
ション（システム実行スペースへのアクセス時）にも適用されます。詳細については、「CLI および
ASDM アクセスの認証の設定」（P.23-11）を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「CLI および ASDM アクセスの認証の設定」（P.23-11）
• 「イネーブル EXEC モード アクセス認証の設定」（P.23-13）
• 「コマンド許可の設定」（P.23-15）
• 「コマンド アカウンティングの設定」（P.23-23）
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• 「現在のログイン ユーザの表示」（P.23-23）
• 「ロックアウトからの回復」（P.23-24）

CLI および ASDM アクセスの認証の設定
ここでは、Telnet または SSH を使用する場合に CLI 認証を設定する方法、および ASDM 認証を設定
する方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「CLI アクセスの概要」（P.23-11）
• 「ASDM アクセスの概要」（P.23-11）
• 「スイッチから FWSM へのセッションの認証」（P.23-12）
• 「CLI または ASDM 認証のイネーブル化」（P.23-12）

CLI アクセスの概要
FWSM で Telnet または SSH ユーザを認証するには、telnet または ssh コマンドを使用して、事前に
FWSM へのアクセスを設定しておく必要があります（「Telnet アクセスの許可」（P.23-1）および
「SSH アクセスの許可」（P.23-2）を参照）。これらのコマンドでは、FWSM との通信を許可する IP ア
ドレスを指定します。ただし、マルチコンテキスト モードのシステムへのアクセスについては例外で
す。この場合、スイッチから FWSM へのセッションは Telnet セッションですが、telnet コマンドは不
要です。

FWSM に接続した後、ログインしてユーザ EXEC モードにアクセスします。
• Telnet の認証をイネーブルにしていない場合は、ユーザ名を入力しません。ログイン パスワード
（password コマンドで設定）を入力します。SSH の場合、ユーザ名に「pix」と入力し、ログイン
パスワードを入力します。

• この項の説明に従って Telnet または SSH 認証をイネーブルにした場合は、AAA サーバまたは
ローカル ユーザ データベースで定義されているユーザ名とパスワードを入力します。
特権 EXEC モードを開始するには、enable コマンドまたは login コマンドを入力します（ローカル
データベースのみを使用している場合）。

• enable 認証を設定していない場合は、enable コマンドを入力するときにシステム イネーブル パス
ワード（enable password コマンドで設定）を入力します。ただし、enable 認証を使用しない場
合、enable コマンドを入力した後は、特定のユーザとしてログインしていません。ユーザ名を維
持するには、enable 認証を使用してください。
• イネーブル認証を設定した場合（「enable コマンドの認証の設定」（P.23-13）を参照）、FWSM に
より、個人のユーザ名とパスワードの入力が要求されます。
ローカル データベースを使用する認証の場合、login コマンドを使用できます。このコマンドでは、
ユーザ名は維持されますが、認証をオンにするコンフィギュレーションは必要ありません。

ASDM アクセスの概要
デフォルトでは、ブランクのユーザ名と enable password コマンドで設定したイネーブル パスワード
を使用して ASDM にログインできます。ただし、ログイン画面で（ユーザ名をブランクのままにしな
いで）ユーザ名とパスワードを入力した場合は、ASDM によってローカル データベースで一致が
チェックされます。
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この項の説明に従って HTTP 認証を設定し、ローカル データベースを指定できますが、その機能は常
にデフォルトでイネーブルになります。認証用に RADIUS または TACACS+ サーバを使用する場合
は、HTTP 認証を設定するだけで済みます。

スイッチから FWSM へのセッションの認証
マルチ コンテキスト モードでは、システム コンフィギュレーションで AAA コマンドを設定できませ
ん。ただし、管理コンテキストで Telnet 認証を設定した場合、認証はスイッチから FWSM へのセッ
ション（システム実行スペースへのアクセス時）にも適用されます。この場合、管理コンテキストの
AAA サーバまたはローカル ユーザ データベースが使用されます。

CLI または ASDM 認証のイネーブル化
CLI または ASDM にアクセスするユーザを認証するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa authentication {telnet | ssh | http} console {LOCAL |
server_group [LOCAL]}

telnet キーワードを指定すると、Telnet セッションの認証がイネーブルになります。また、管理コンテ
キストでこのコマンドを設定する場合は、スイッチから FWSM へのセッションの認証もイネーブルに
なります。

ssh キーワードを指定すると、SSH セッションの認証がイネーブルになります。
http キーワードは、HTTPS を使用して FWSM にアクセスする ASDM クライアントを認証します。
認証に TACACS+ または RADIUS サーバ グループを使用する場合、AAA サーバが使用できないとき
には、フォールバック方式としてローカル データベースを使用するように FWSM を設定できます。
サーバ グループ名の後ろに LOCAL を指定します（LOCAL は大文字と小文字を区別します）。ロー
カル データベースでは AAA サーバと同じユーザ名およびパスワードを使用することを推奨します。こ
れは、FWSM のプロンプトでは、いずれの方式が使用されているかが示されないためです。

LOCAL だけを入力して、ローカル データベースを認証の主要方式として（フォールバックなしで）
使用することもできます。
たとえば、スイッチから FWSM システム実行スペースへのセッションの認証をイネーブルにするに
は、スイッチの CLI で次のコマンドを入力します。
Router# session slot 1 processor 1（スロット 1 の FWSM ）
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 127.0.0.41 ... Open
User Access Verification
Password: cisco（デフォルトのログイン パスワード）
Type help or ‘?’ for a list of available commands.
hostname> enable
hostname# configure terminal
hostname(config)# changeto context admin（システム実行スペースから管理コンテキスト

「admin」に変更）

hostname/admin (config)# aaa-server RADS protocol radius（サーバ グループ RADS を追加）
hostname/admin (config-aaa-server-group)# aaa-server RADS (mgmt) host 192.168.1.4 cisco

（RADIUS サーバを RADS サーバ グループに追加）

hostname/admin (config-aaa-server-group)# exit
hostname/admin (config)# aaa authentication telnet console RADS（ RADS

使用して Telnet 認証をイネーブル化）

サーバ グループを

次回、スイッチから FWSM へのセッションを開始しようとすると、RADIUS サーバで定義されたユー
ザ名とパスワードの入力を要求されます。
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Router# session slot 1 processor 1
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 127.0.0.41 ... Open
User Access Verification
Username: myRADIUSusername
Password: myRADIUSpassword
Type help or ‘?’ for a list of available commands.

イネーブル EXEC モード アクセス認証の設定
ユーザが enable コマンドを入力したときに AAA サーバまたはローカル データベースでそれらのユー
ザを認証するように FWSM を設定することができます。あるいは、ユーザは login コマンドを入力し
たときにローカル データベースで自動的に認証されます。この場合も、ローカル データベース内の
ユーザ レベルに応じて特権 EXEC モードにアクセスします。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「enable コマンドの認証の設定」（P.23-13）
• 「login コマンドを使用したユーザ認証」（P.23-13）

enable コマンドの認証の設定
ユーザが enable コマンドを入力したときに認証されるように、FWSM を設定できます。enable コマ
ンドの認証を行わない場合、enable コマンドを入力すると、FWSM により（enable password コマン
ドで設定した）イネーブル パスワードの入力を要求されます。この場合、特定ユーザとしてのログイ
ンではなくなります。enable コマンドに認証を適用すると、ユーザ名が保持されます。この機能は、
ユーザが入力できるコマンドを判別するためにユーザ名が重要な役割を果たすコマンド認可を実行する
場合に特に役立ちます。

enable コマンドの入力時にユーザを認証するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa authentication enable console {LOCAL | server_group [LOCAL]}

ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトがユーザに対して表示されます。
認証に TACACS+ または RADIUS サーバ グループを使用する場合、AAA サーバが使用できないとき
には、フォールバック方式としてローカル データベースを使用するように FWSM を設定できます。
サーバ グループ名の後ろに LOCAL を指定します（LOCAL は大文字と小文字を区別します）。ロー
カル データベースでは AAA サーバと同じユーザ名およびパスワードを使用することを推奨します。こ
れは、FWSM のプロンプトでは、いずれの方式が使用されているかが示されないためです。

LOCAL だけを入力して、ローカル データベースを認証の主要方式として（フォールバックなしで）
使用することもできます。

login コマンドを使用したユーザ認証
ユーザ EXEC モードから、login コマンドを使用してローカル データベース内のユーザ名でログイン
することができます。
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イネーブル認証と異なり、この方法は、マルチコンテキスト モードのシステム実行スペースで使用で
きます。システム実行スペースで login コマンドを入力すると、管理コンテキストのローカル ユーザ
データベースが使用されます。システム コンフィギュレーションには、ローカル ユーザ データベース
は含まれません（username コマンドは入力できません）。
このログイン方法では、ユーザは独自のユーザ名とパスワードを使用して特権 EXEC モードにアクセ
スできるので、すべてのユーザにシステム イネーブル パスワードを提供する必要はありません。ユー
ザがログイン時に特権 EXEC モード（およびすべてのコマンド）にアクセスできるようにするには、
ユーザの特権レベルを 2（デフォルト）～ 15 に設定します。ローカル コマンド認可を設定した場合、
ユーザは、その特権レベル以下のレベルに割り当てられているコマンドのみを入力できます。詳細につ
いては、「ローカル コマンド認可の設定」（P.23-16）を参照してください。
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注意

CLI にアクセスできるユーザや特権 EXEC モードを開始できないようにするユーザをローカル デー
タベースに追加する場合は、コマンド認可を設定する必要があります。コマンド認可がない場合、
特権レベルが 2 以上（2 がデフォルト）のユーザは、CLI で自分のパスワードを使用して特権
EXEC モード（およびすべてのコマンド）にアクセスできます。または、RADIUS または
TACACS+ 認証を使用できます。あるいは、すべてのローカル ユーザをレベル 1 に設定して、シス
テム イネーブル パスワードを使用して特権 EXEC モードにアクセスできるユーザを制御できます。
ローカル データベースからユーザとしてログインするには、次のコマンドを入力します。
hostname> login

FWSM により、ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。パスワードを入力
すると、FWSM により、ユーザはローカル データベースで指定されている特権レベルに置かれます。
ユーザ EXEC モードで入力できるコマンドは、login コマンドだけです。特権 EXEC モードからユー
ザ EXEC モードに戻るには、disable コマンドを入力します。

コマンド許可の設定
デフォルトでは、ログインするとユーザ EXEC モードにアクセスでき、最低限のコマンドだけが提供
されます。enable コマンド（または、ローカル データベースを使用するときは login コマンド）を入
力すると、特権 EXEC モードおよびコンフィギュレーション コマンドを含む高度なコマンドにアクセ
スできます。コマンドへのアクセスを制御する場合には、FWSM にコマンド許可を設定し、各ユーザ
に許可するコマンドを制限します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「コマンド許可の概要」（P.23-15）
• 「ローカル コマンド認可の設定」（P.23-16）
• 「TACACS+ コマンド許可の設定」（P.23-20）

コマンド許可の概要
次の 2 つのコマンド認可方式のいずれかを使用できます。

• ローカル データベース：FWSM でコマンド イネーブル レベルを設定します。enable コマンドで
認証された（または login コマンドでログインした）ローカル ユーザは、FWSM により、ローカ
ル データベースに定義されているイネーブル レベルに設定されます。ユーザは、自身のイネーブ
ル レベル以下のコマンドにアクセスできます。
ローカル コマンド認可は、ローカル データベース内にユーザがなくても、CLI または enable 認証
がなくても使用できます。この場合、enable コマンドの入力時にシステム イネーブル パスワード
を使用すると、FWSM によってデフォルトのユーザ名が「enable_15」に設定され、レベルは 15
となります。管理者はすべてのレベルにイネーブル パスワードを作成できるため、enable n（2 ～
15）を入力したときに FWSM から指定されるレベルは n になります。これらのレベルは、ローカ
ル コマンド許可をイネーブルにした場合にかぎり、使用されます（「ローカル コマンド認可の設
定」を参照）。enable コマンドの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600
Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。

• TACACS+ サーバ：TACACS+ サーバ上で、CLI アクセスの認証後にユーザまたはグループに許可
するコマンドを設定します。CLI でユーザが入力するすべてのコマンドは、TACACS+ サーバで
チェックされます。
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セキュリティ コンテキストとコマンド許可
次に、複数のセキュリティ コンテキストでコマンド認可を実装する際の重要な考慮点を示します。

• AAA 設定はコンテキストごとに個別であり、コンテキスト間で共有されません。
コマンド認可を設定する場合、各セキュリティ コンテキストを別々に設定する必要があります。
これにより、異なるセキュリティ コンテキストに対して異なるコマンド認可を実行できます。
セキュリティ コンテキストを切り替える場合、管理者は、ログイン時に指定されたユーザ名に対
して許可されるコマンドが新しいコンテキスト セッションでは異なる場合があること、または新
しいコンテキストではコマンド認可がまったく設定されていない場合があることに注意する必要が
あります。セキュリティ コンテキストによってコマンド認可が異なる場合があることを理解して
いないと、管理者は混乱することがあります。この動作は、次の点によってさらに複雑になりま
す。

• changeto コマンドによって開始された新しいコンテキスト セッションでは、前のコンテキスト
セッションで使用されたユーザ名に関係なく、管理者 ID として常にデフォルトの「enable_15」
ユーザ名が使用されます。この動作は、enable_15 ユーザに対してコマンド認可が設定されていな
い場合や、enable_15 ユーザに対する認可が前のコンテキスト セッションでのユーザに対する認可
と異なる場合に、混乱を招くことがあります。
また、この動作はコマンド アカウンティングにも影響を及ぼします。コマンド アカウンティング
は、発行された各コマンドを特定の管理者に正確に関連付けることができる場合にのみ役立ちま
す。changeto コマンドを使用する権限を持つすべての管理者は、enable_15 ユーザ名を他のコン
テキストで使用できるため、誰が enable_15 ユーザ名としてログインしたかをコマンド アカウン
ティング レコードで識別することが困難になる場合があります。コンテキストごとに異なるアカ
ウンティング サーバを使用する場合、誰が enable_15 ユーザ名を使用していたかを追跡するには、
複数のサーバからのデータを関連付ける必要があります。
コマンド認可を設定する場合は、次のことを考慮します。

– changeto コマンドを使用する権限を持つ管理者は、実質的に、他の各コンテキストで、
enable_15 ユーザに対して許可されているすべてのコマンドを使用する権限を持ちます。
– コンテキストごとにコマンドを認可する場合は、各コンテキストで、changeto コマンドを使
用する許可を持つ管理者に対して拒否されているコマンドの使用を、enable_15 ユーザ名に対
しても拒否するようにします。
セキュリティ コンテキストを切り替える場合、管理者は特権 EXEC モードを終了し、再度 enable
コマンドを入力して必要なユーザ名を使用できます。

（注）

システム実行スペースでは AAA コマンドがサポートされないため、システム実行スペースではコマン
ド認可を使用できません。

ローカル コマンド認可の設定
ローカル コマンド許可を使用すると、各ユーザにイネーブル レベルが設定されます。ユーザは、各自
のイネーブル レベル以下である任意のコマンドを入力できます。FWSM では、各コマンドに 16 のイ
ネーブル レベル（0 ～ 15）のいずれかを指定できます。デフォルトでは、各コマンドは特権レベル 0
または 15 に割り当てられます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ローカル コマンド認可の前提条件」（P.23-17）
• 「デフォルトのコマンド特権レベル」（P.23-17）
• 「コマンドへの特権レベルの割り当てと認可のイネーブル化」（P.23-17）
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• 「コマンド特権レベルの表示」（P.23-19）
ローカル コマンド認可の前提条件
コマンド認可コンフィギュレーションの一部として、次のタスクを実行します。

• enable 認証を設定します。（「イネーブル EXEC モード アクセス認証の設定」（P.23-13）を参照）。
または、コンフィギュレーションが不要な login コマンド（認証を伴う enable コマンドと同じ）
を使用できます。enable 認証ほどセキュアではないため、このオプションは推奨しません。

CLI 認証を使用することもできますが、必須ではありません。
• ローカル データベース内の各ユーザに、0 ～ 15 のイネーブル レベルを設定します （「ローカル
データベースの設定」（P.11-7）を参照）。
デフォルトのコマンド特権レベル
デフォルトでは、次のコマンドに特権レベル 0 が割り当てられます。その他のすべてのコマンドは、レ
ベル 15 です。

• show checksum
• show curpriv
• enable（イネーブル モード）
• help
• show history
• login
• logout
• pager
• show pager
• clear pager
• quit
• show version
コンフィギュレーション モード コマンドを 15 よりも低いレベルに移動する場合は、configure コマン
ドもそのレベルに移動してください。そうしないと、ユーザはコンフィギュレーション モードを開始
できません。
すべての特権レベルを表示する方法は、「コマンド特権レベルの表示」（P.23-19）を参照してください。

コマンドへの特権レベルの割り当てと認可のイネーブル化
コマンドに新しいイネーブル レベルを指定し、許可をイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、コマンドにイネーブル レベルを指定します。
hostname(config)# privilege [show | clear | cmd] level level [mode {enable | cmd}] command
command

再割り当てする各コマンドに対してこのコマンドを繰り返します。
このコマンド内のオプションについては、次の情報を参照してください。
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• show | clear | cmd：これらのオプション キーワードを使用すると、コマンドの show、clear、また
は configure 形式に対してだけ特権を設定できます。コマンドの configure 形式は、通常、変更さ
れていないコマンド（show または clear プレフィクスなし）または no 形式としてコンフィギュ
レーションの変更が発生するコマンド形式です。これらのキーワードのいずれかを使用しない場合
は、コマンドのすべての形式が影響を受けます。

• level level：0 ～ 15 のレベル。
• mode {enable | configure}：ユーザ EXEC/ 特権 EXEC モードおよびコンフィギュレーション モー
ドでコマンドを入力することができ、そのコマンドが各モードで異なるアクションを実行する場合
は、それらのモードの特権レベルを個別に設定することができます。

– enable：ユーザ EXEC モードと特権 EXEC モードの両方を指定します。
– configure：configure terminal コマンドを使用してアクセスされるコンフィギュレーション
モードを指定します。

• command command：設定しているコマンド。設定できるのは、main コマンドの特権レベルのみ
です。たとえば、すべての aaa コマンドのレベルを設定できますが、aaa authentication コマンド
や aaa authorization コマンドのレベルは別々に設定できません。
また、メイン コマンドとは別に、コンフィギュレーション モードでメイン コマンドを使用して入
力するコマンドのイネーブル レベルを設定することもできません。たとえば、context コマンドは
設定できますが、allocate-interface コマンドは context コマンドから設定を継承するため、設定
できません。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、ローカル コマンド許可をイネーブルにします。
hostname(config)# aaa authorization command LOCAL

コマンドのイネーブル レベルを設定しても、このコマンドを使用してコマンド許可をイネーブルにし
ないと、コマンド許可は実行されません。

たとえば、filter コマンドには次の形式があります。

• filter（configure オプションの部分）
• show running-config filter
• clear configure filter
形式ごとに別々に特権レベルを設定することも、このオプションを省略してすべての形式に同じ特権レ
ベルを設定することもできます。たとえば、それぞれの形式を別々に設定するには、次のように指定し
ます。
hostname(config)# privilege show level 5 command filter
hostname(config)# privilege clear level 10 command filter
hostname(config)# privilege cmd level 10 command filter

また、すべてのフィルタ コマンドを同じレベルに設定できます。
hostname(config)# privilege level 5 command filter

show privilege コマンドは、画面に表示する形式を別々にします。
次に、mode キーワードを使用する例を示します。enable コマンドは、ユーザ EXEC モードから入力
する必要があります。一方、enable password コマンドは、コンフィギュレーション モードでアクセ
スでき、最も高い特権レベルが必要です。
hostname(config)# privilege cmd level 0 mode enable command enable
hostname(config)# privilege cmd level 15 mode cmd command enable
hostname(config)# privilege show level 15 mode cmd command enable
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次に、mode キーワードを使用して、configure コマンドにレベルを設定する例を示します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#

（注）

privilege
privilege
privilege
privilege

show level 5 mode cmd command configure
clear level 15 mode cmd command configure
cmd level 15 mode cmd command configure
cmd level 15 mode enable command configure

最後の行は、configure terminal コマンド用です。

コマンド特権レベルの表示
コマンドのイネーブル レベルを表示するには、次のコマンドを使用します。

• すべてのコマンドのレベルを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show running-config all privilege all

• 特定レベルのコマンドを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show running-config privilege level level

level は 0 ～ 15 の整数です。
• 特定コマンドのレベルを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show running-config privilege command command

次に、show running-config all privilege all コマンドの出力例を示します。各 CLI コマンドの現在の
イネーブル レベル設定状況が表示されます。
hostname(config)# show running-config all privilege all
privilege show level 15 command aaa
privilege clear level 15 command aaa
privilege configure level 15 command aaa
privilege show level 15 command aaa-server
privilege clear level 15 command aaa-server
privilege configure level 15 command aaa-server
privilege show level 15 command access-group
privilege clear level 15 command access-group
privilege configure level 15 command access-group
privilege show level 15 command access-list
privilege clear level 15 command access-list
privilege configure level 15 command access-list
privilege show level 15 command activation-key
privilege configure level 15 command activation-key
....

次に、イネーブル レベル 10 が設定されているコマンドを表示する例を示します。
hostname(config)# show running-config privilege level 10
privilege show level 10 command aaa

次に、access-list コマンドのレベル設定を表示する例を示します。
hostname(config)# show running-config privilege command access-list
privilege show level 15 command access-list
privilege clear level 15 command access-list
privilege configure level 15 command access-list
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TACACS+ コマンド許可の設定
TACACS+ コマンド認可をイネーブルにし、ユーザが CLI でコマンドを入力する場合、FWSM によっ
てコマンドとユーザ名が TACACS+ サーバに送信され、コマンドが認可されているかどうかが判別さ
れます。
TACACS+ サーバによるコマンド認可を設定するときは、意図したとおりに機能することが確認でき
るまで、コンフィギュレーションを保存しないでください。間違いによりロック アウトされた場合、
通常は FWSM を再起動することによってアクセスを回復できます。それでもロックアウトされたまま
の場合は、「ロックアウトからの回復」（P.23-24）を参照してください。
TACACS+ システムが完全に安定して信頼できることを確認します。必要な信頼性レベルについて、
通常は、完全冗長 TACACS+ サーバ システムと FWSM への完全冗長接続が必要です。たとえば、
TACACS+ サーバ プールに、インターフェイス 1 に接続された 1 つのサーバとインターフェイス 2 に
接続された別のサーバを含めます。TACACS+ サーバが使用できない場合にフォールバック方式とし
てローカル コマンド認可を設定することもできます。この場合は、「コマンド許可の設定」（P.23-15）
に従ってローカル ユーザとコマンド特権レベルを設定する必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「TACACS+ コマンド認可の前提条件」（P.23-20）
• 「TACACS+ サーバでのコマンドの設定」（P.23-20）
• 「TACACS+ コマンド認可のイネーブル化」（P.23-23）

TACACS+ コマンド認可の前提条件
コマンド認可コンフィギュレーションの一部として、次のタスクを実行します。

• CLI 認証を設定します（「CLI および ASDM アクセスの認証の設定」（P.23-11）を参照）。
• enable 認証を設定する（「イネーブル EXEC モード アクセス認証の設定」（P.23-13）を参照）。

TACACS+ サーバでのコマンドの設定
グループまたは個人ユーザの共有プロファイル コンポーネントとして、Cisco Secure Access Control
Server（ACS）上でコマンドを設定できます。サードパーティの TACACS+ サーバの場合は、コマン
ド認可サポートの詳細については、ご使用のサーバのマニュアルを参照してください。

Cisco Secure ACS バージョン 3.1 でコマンドを設定する場合は、次のガイドラインを参照してくださ
い。これらのガイドラインの多くは、サードパーティ サーバにも適用されます。

• FWSM は、「シェル」コマンドとして認可するコマンドを送信し、TACACS+ サーバでシェル コ
マンドとしてコマンドを設定します。

（注）

Cisco Secure ACS には、「pix-shell」と呼ばれるコマンド タイプが含まれている場合がありま
す。このタイプは FWSM コマンド認可に使用しないでください。

• コマンドの最初のワードは、メイン コマンドと見なされます。その他のワードはすべて引数と見
なされます。これは、permit または deny の後に置く必要があります。
たとえば、show running-configuration aaa-server コマンドを許可するには、コマンド フィール
ドに show running-configuration を追加し、引数フィールドに permit aaa-server を入力します。

• [Permit Unmatched Args] チェックボックスを選択すると、明示的に拒否していないすべてのコマ
ンド引数を許可できます。
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たとえば、特定の show コマンドを設定するだけで、すべての show コマンドが許可されます。
CLI の使用法を示す疑問符や省略形など、コマンドの変形をすべて予想する必要がなくなるので、
この方法を使用することをお勧めします（図 23-1 を参照）。
図 23-1

関連するすべてのコマンドの許可

• enable や help など、単一ワードのコマンドについては、そのコマンドに引数がない場合でも、一
致しない引数を許可する必要があります（図 23-2 を参照）。
図 23-2

単一ワードのコマンドの許可

• 引数を拒否するには、その引数の前に deny を入力します。
たとえば、enable コマンドを許可し、enable password コマンドを許可しない場合には、コマン
ド フィールドに enable を入力し、引数フィールドに deny password を入力します。enable だけ
が許可されるように、必ず、[Permit Unmatched Args] チェックボックスを選択してください
（図 23-3 を参照）。
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図 23-3

引数の拒否

• コマンドラインでコマンドを省略形で入力した場合、FWSM はプレフィクスとメイン コマンドを
完全なテキストに展開しますが、その他の引数は入力したとおりに TACACS+ サーバに送信しま
す。
たとえば、sh log と入力すると、FWSM は完全なコマンド show logging を TACACS+ サーバに送
信します。一方、sh log mess と入力すると、FWSM は展開されたコマンド show logging message
ではなく、show logging mess を TACACS+ サーバに送信します。省略形を予想して同じ引数に複
数のスペルを設定できます（図 23-4 を参照）。
図 23-4

省略形の指定

• すべてのユーザに対して次の基本コマンドを許可することをお勧めします。
– show checksum
– show curpriv
– enable
– help
– show history
– login
– logout
– pager

23-22

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 23 章

管理アクセスの設定
システム管理者用の AAA

– show pager
– clear pager
– quit
– show version

TACACS+ コマンド認可のイネーブル化
TACACS+ コマンド許可をイネーブルにするには、設定者が TACACS+ サーバ上に定義されている
ユーザとして FWSM にログインし、FWSM の設定を行うために必要なコマンド許可を得ている必要
があります。たとえば、すべてのコマンドが認可された管理ユーザとしてログインする必要がありま
す。このようにしないと、意図せずロックアウトされる可能性があります。

TACACS+ サーバを使用してコマンド許可を実行するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa authorization command tacacs+_server_group [LOCAL]

TACACS+ サーバを使用できない場合は、ローカル データベースをフォールバック方式として使用す
るように FWSM を設定できます。フォールバックをイネーブルにするには、サーバ グループ名の後ろ
に LOCAL を指定します（LOCAL は大文字と小文字を区別します）。FWSM は、どちらの方式を使
用しているかを示すプロンプトを表示しないため、ローカル データベースと TACACS+ サーバで同じ
ユーザ名とパスワードを使用することをお勧めします。必ずローカル データベースのユーザ（「ローカ
ル データベースの設定」（P.11-7）を参照）とコマンド特権レベル（「ローカル コマンド認可の設定」
（P.23-16）を参照）を設定してください。

コマンド アカウンティングの設定
CLI で show コマンド以外のコマンドを入力する場合、アカウンティング メッセージを TACACS+ ア
カウンティング サーバに送信できます。privilege コマンドを使用してコマンド イネーブル レベルをカ
スタマイズする場合（「コマンドへの特権レベルの割り当てと認可のイネーブル化」（P.23-17）を参
照）、最低のイネーブル レベルを指定することにより、FWSM の対象となるコマンドを制限できます。
最小特権レベルよりも下のコマンドは、FWSM で処理の対象となりません。
コマンド アカウンティングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# aaa accounting command [privilege level] server-tag

level は最小特権レベルで、server-tag は、FWSM がコマンド アカウンティング メッセージを送信する
TACACS+ サーバ グループの名前です。TACACS+ サーバ グループ設定をあらかじめ行っておく必要
があります。AAA サーバ グループを設定する方法の詳細については、「AAA サーバ グループおよび
サーバの識別」（P.11-9）を参照してください。

現在のログイン ユーザの表示
現在のログイン ユーザを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show curpriv

次に、show curpriv コマンドの出力例を示します。各フィールドの説明については、下記を参照して
ください。
hostname# show curpriv
Username : admin
Current privilege level : 15
Current Mode/s : P_PRIV
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表 23-1 に、show curpriv コマンドの出力の説明を示します。
表 23-1

show curpriv の表示の説明

フィールド

説明

Username

ユーザ名。デフォルト ユーザとしてログインすると、名前は enable_1（ユー
ザ EXEC）または enable_15（特権 EXEC）になります。

Current privilege level 0 ～ 15 のレベル。ローカル コマンド認可を設定してコマンドを中間特権レベ
ルに割り当てない限り、使用されるレベルはレベル 0 と 15 だけです。
Current Mode/s
アクセス モードを表示します。
• P_UNPR：ユーザ EXEC モード（レベル 0 と 1）
• P_PRIV：特権 EXEC モード（レベル 2 ～ 15）
• P_CONF：コンフィギュレーション モード

ロックアウトからの回復
一部の状況では、コマンド許可または CLI 認証をイネーブルにすると、FWSM の CLI からロックアウ
トされることがあります。通常は、FWSM を再起動することによってアクセスを回復できます。ただ
し、すでにコンフィギュレーションを保存した場合は、ロックアウトされたままになる可能性がありま
す。表 23-2 に、一般的なロックアウト条件と回復方法を示します。
表 23-2

CLI 認証およびコマンド認可のロックアウト シナリオ

機能

ロックアウト条件 説明

ローカル CLI 認証

ローカル データ
ローカル データベー
ログインし、パスワードと
ベース内にユーザ ス内にユーザが存在し aaa コマンドをリセットし
が存在しない。
ない場合は、ログイン ます。
できず、ユーザの追加
もできません。

TACACS+ コマン

サーバがダウンし
ているか到達不能
で、フォールバッ
ク方式を設定して
いない。

ドの認可

TACACS+ CLI 認
証

RADIUS CLI 認証

対応策：シングルモード

対応策：マルチモード
スイッチから FWSM への
セッションを開始します。
システム実行スペースから、
コンテキストに切り替えて
ユーザを追加することがで
きます。

サーバが到達不能であ 1. ログインし、パスワー
1. FWSM 上のネットワー
る場合は、ログインも
ドと AAA コマンドをリ
ク設定が不正であるた
コマンドの入力もでき
めにサーバに到達でき
セットします。
ません。
ない場合には、スイッ
2. サーバがダウンしたと
チから FWSM へのセッ
きにロックアウトされ
ションを開始します。
ないように、ローカル
システム実行スペース
データベースをフォー
から、コンテキストに
ルバック方式として設
切り替えてネットワー
定します。
クを再設定することが
できます。

2. サーバがダウンしたと
きにロックアウトされ
ないように、ローカル
データベースをフォー
ルバック方式として設
定します。
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表 23-2

CLI 認証およびコマンド認可のロックアウト シナリオ （続き）

機能

ロックアウト条件 説明

対応策：シングルモード

TACACS+ コマン

十分な特権のない
ユーザまたは存在
しないユーザとし
てログインした。

TACACS+ サーバのユーザ

ドの認可

ローカル コマンド
認可

コマンド認可がイネー
ブルになりますが、
ユーザはこれ以上コマ
ンドを入力できなくな
ります。

対応策：マルチモード

スイッチから FWSM への
セッションを開始します。
システム実行スペースから、
TACACS+ サーバへのアク
コンテキストに切り替えて
セス権がなく、FWSM をす
コンフィギュレーションの
ぐに設定する必要がある場
変更を完了することができ
合は、メンテナンス パー
ます。また、TACACS+ コ
ティションにログインして、
ンフィギュレーションを修
パスワードと aaa コマンド
正するまでコマンド認可を
をリセットします。
ディセーブルにすることも
できます。
アカウントを修正します。

十分な特権のない コマンド認可がイネー ログインし、パスワードと
ユーザとしてログ ブルになりますが、
aaa コマンドをリセットし
インしている。
ユーザはこれ以上コマ ます。
ンドを入力できなくな
ります。

スイッチから FWSM への
セッションを開始します。
システム実行スペースから、
コンテキストに切り替えて
ユーザ レベルを変更するこ
とができます。
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ソフトウェア、ライセンス、および設定の管
理
この章では、FTP、TFTP、HTTP、または HTTPS サーバから FWSM に新しいソフトウェアをインス
トールする方法について説明します。アプリケーション ソフトウェア、メンテナンス ソフトウェア、
および ASDM 管理ソフトウェアはアップグレード可能です。自動アップデート サポートをイネーブル
にすることもできます。この章では、次の内容について説明します。

• 「ライセンスの管理」（P.24-1）
• 「アプリケーションまたは ASDM ソフトウェアのインストール」（P.24-3）
• 「フェールオーバー ペアのアップグレード」（P.24-10）
• 「メンテナンス ソフトウェアのインストール」（P.24-13）
• 「コンフィギュレーション ファイルのダウンロードおよびバックアップ」（P.24-16）
• 「Auto Update サポートの設定」（P.24-20）

（注）

FWSM はその独自のオペレーティング システムを実行するので、Cisco IOS ソフトウェアをアップグ
レードしても FWSM の動作には影響しません。

ライセンスの管理
ソフトウェアをインストールすると、オリジナル イメージから既存のアクティベーション キーが取り
出され、FWSM ファイル システムのファイルに保存されます。ここでは、次の内容について説明しま
す。

• 「アクティベーション キーの取得」（P.24-1）
• 「新しいアクティベーション キーの入力」（P.24-2）
• 「フェールオーバー ペアでのアクティベーション キーの入力」（P.24-2）

アクティベーション キーの取得
アクティベーション キーを取得するには、製品許可キーが必要です。これは、シスコの代理店から購
入できます。製品許可キーの取得後、アクティベーション キーを取得するための登録をシスコの Web
サイトで行います。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、FWSM のシリアル番号を取得します。
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hostname> show version | include Number

コマンドの一部としてパイプ記号（|）を入力します。
ステップ 2

Web ブラウザを次のいずれかの Web サイトに接続します（URL は大文字と小文字が区別されます）。
Cisco.com 登録ユーザの場合は、次の Web サイトを使用します。
http://www.cisco.com/go/license

Cisco.com 登録ユーザでない場合は、次の Web サイトを使用します。
http://www.cisco.com/go/license/public

ステップ 3

プロンプトが表示されたら、次の情報を入力します。

• 製品許可キー
• FWSM のシリアル番号
• 電子メール アドレス
アクティベーション キーが自動的に生成され、入力した電子メール アドレスに送信されます。

新しいアクティベーション キーの入力
アクティベーション キーを入力するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# activation-key key

このキーは 4 つの要素からなる 16 進数の文字列です。各要素の間にスペースを 1 つ入れます。有効な
形式のキーは、次のとおりです。

0xe02888da 0x4ba7bed6 0xf1c123ae 0xffd8624e
先頭の 0x 指定子は任意です。すべての値が 16 進数と見なされます。
すでにマルチコンテキスト モードになっている場合は、システム実行スペースでこのコマンドを入力
します。

（注）

アクティベーション キーはコンフィギュレーション ファイルに保管されません。キーは、デバイスの
シリアル番号に関連付けられます。
次に、FWSM でアクティベーション キーを変更する例を示します。
hostname(config)# activation-key 0xe02888da 0x4ba7bed6 0xf1c123ae 0xffd8624e

フェールオーバー ペアでのアクティベーション キーの入力
フェールオーバー コンフィギュレーションでアクティベーション キーを入力するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

アクティブ FWSM で no failover コマンドを入力して、フェールオーバーをディセーブルにします。
hostname(config)# no failover
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アクティブ FWSM はアクティブのままで、セカンダリ FWSM は擬似スタンバイ状態になります。

（注）

フェールオーバーをディセーブルにしても、通過トラフィックには影響はありません。

ステップ 2

別のアクティベーション キーをアクティブ FWSM およびスタンバイ FWSM に適用します。各デバイ
スには、FWSM のシリアル番号に関連付けられる独自の一意なキーがあります。

ステップ 3

アクティブ FWSM で failover コマンドを入力して、フェールオーバーを再びイネーブルにします。
hostname(config)# failover

アクティブ FWSM でこのコマンドを入力すると、両装置間でフェールオーバーが再びイネーブルにな
り、フェールオーバー ペアが稼動します。

アプリケーションまたは ASDM ソフトウェアのインストー
ル
次の事項について説明します。

• 「インストレーションの概要」（P.24-3）
• 「FWSM の CLI からのアプリケーション ソフトウェアのインストール」（P.24-4）
• 「メンテナンス パーティションからのアプリケーション ソフトウェアのインストール」（P.24-5）
• 「FWSM の CLI からの ASDM のインストール」（P.24-9）

インストレーションの概要
アプリケーション ソフトウェアは、次のいずれかの方法でアップグレードできます。

• FWSM の CLI から現在のアプリケーション パーティションへのインストール
この方法の利点は、メンテナンス パーティションを起動する必要がないことです。通常どおりに
ログインし、新しいソフトウェアをコピーできます。

TFTP、FTP、HTTP、または HTTPS サーバからのダウンロードがサポートされます。
ソフトウェアは、他のアプリケーション パーティションにコピーできません。ただし、旧バー
ジョンのソフトウェアをバックアップとして現在のパーティションに保存する場合には、他のパー
ティションにコピーする方が便利なことがあります。
その場合には、ネットワーク アクセスにより運用設定を行う必要があります。マルチコンテキス
ト モードでは、admin コンテキスト経由でネットワークに接続する必要があります。

• メンテナンス パーティションから任意のアプリケーション パーティションへのインストール
この方法の利点は、両方のアプリケーション パーティションにソフトウェアをコピーできること
です。運用設定を行う必要はありません。メンテナンス パーティションのルーティング パラメー
タの一部を設定するだけで、VLAN 1 上のサーバに到達できます。
欠点としては、メンテナンス パーティションを起動しなければならない点があります。アプリ
ケーション パーティションを運用している場合には、不便なことがあります。
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この方法でサポートされるのは、FTP サーバからのダウンロードだけです。

ASDM をアップグレードする場合は、FWSM の CLI から現在のアプリケーション パーティションへ
のインストールだけを実行できます。
アプリケーション パーティションおよびメンテナンス パーティションの詳細については、「ファイア
ウォール サービス モジュールのブート パーティションの管理」（P.2-12）を参照してください。

FWSM の CLI からのアプリケーション ソフトウェアのインストール
通常の運用中に FWSM にログインし、TFTP、FTP、HTTP 、または HTTPS サーバから現在のアプリ
ケーション パーティションにアプリケーション ソフトウェアをコピーすることができます。
マルチ コンテキスト モードの場合は、システム実行スペース内にいる必要があります。

FTP、TFTP、または HTTP(S) サーバから現在のアプリケーション パーティションにソフトウェアを
アップグレードする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

選択した FTP、TFTP、または HTTP(S) サーバへのアクセスを確認するには、次のコマンドを入力し
ます。
hostname# ping ip_address

ステップ 2

アプリケーション ソフトウェアをコピーするには、次のコマンドを使用して、適切なダウンロード
サーバを指定します。

• TFTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy tftp://server[/path]/filename flash:

flash キーワードは、FWSM 上のアプリケーション パーティションを示します。flash パーティ
ションにコピーできるのは、イメージと ASDM ソフトウェアだけです。コンフィギュレーション
ファイルは disk パーティションにコピーされます。
• FTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename flash:

• HTTP または HTTPS サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy http[s]://[user[:password]@]server[:port][/path]/filename flash:

• セキュア コピーを使用するには、まず SSH をイネーブルにしてから、次のコマンドを入力しま
す。
hostname# ssh scopy enable

その後、Linux クライアントから次のコマンドを入力します。
scp filename username@fwsm_address:disk:

次に、FTP サーバからアプリケーション ソフトウェアをコピーする例を示します。
hostname# copy ftp://10.94.146.80/tftpboot/user1/cdisk flash:
copying ftp://10.94.146.80/tftpboot/user1/cdisk to flash:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!
Received 6128128 bytes.
Erasing current image.This may take some time..
Writing 6127616 bytes of image.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Image installed.

ステップ 3

新しいソフトウェアを実行するには、システムをリロードする必要があります。フェールオーバーのペ
アがない場合、次のコマンドを入力します。
hostname# reload
Proceed with reload? [confirm]

「Proceed with reload?」プロンプトで、Enter を押してコマンドを確定します。
Rebooting...

フェールオーバーのペアがある場合は、「フェールオーバー ペアのアップグレード」（P.24-10）を参照
してください。

メンテナンス パーティションからのアプリケーション ソフトウェアのイン
ストール
メンテナンス パーティションにログインすると、アプリケーション ソフトウェアをいずれかのアプリ
ケーション パーティション（cf:4 または cf:5）にインストールできます。

（注）

FWSM のメンテナンス パーティションで使用できるのは、スイッチ上の VLAN 1 だけです。FWSM
は、VLAN 1 での 802.1Q タギングをサポートしていません。10.3.1.0/24 サブネットのアドレスをメン
テナンス パーティションの IP アドレスとして使用すると、そのサブネット上の他のホストとの通信が
正常に実行できなくなることがあります。FWSM は 10.3.1.1 を内部診断に使用しています。
FWSM では、メンテナンス ソフトウェア Release 2.1(2) 以降を使用する必要があります。アップグ
レードの詳細については、「メンテナンス ソフトウェアのインストール」（P.24-13）を参照してくださ
い。
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（注）

フェールオーバーを使用して新しいメンテナンス リリースをアップグレードする場合：アクティブ / ス
タンバイ フェールオーバー ペアを使用している場合は、まずこの手順をセカンダリ ユニットで実行し
ます。セカンダリ ユニットがリロードしたら、アクティブ ユニットのシステム実行スペースで no
failover active コマンドを使用して、アクティブ ユニットをスタンバイ ユニットに強制的にフェール
オーバーします。次に、アクティブ ユニットをアップグレードします。
アクティブ / アクティブ フェールオーバーで、プライマリ ユニットのシステム実行スペースで failover
active コマンドを入力して、プライマリ ユニットで両方のフェールオーバー グループをアクティブに
します。その後、セカンダリ ユニットでもこの手順を実行します。セカンダリ ユニットのアップグ
レード手順が完了したら、プライマリ ユニットのシステム実行スペースで no failover active コマンド
を使用して、セカンダリ ユニットで両方のフェールオーバー グループをアクティブにします。この後、
アクティブ ユニットをアップグレードします。
フェールオーバーを使用してマイナー リリースまたはメジャー リリースにアップグレードする場合：
フェールオーバー ペアを使用している場合は、まずプライマリ ユニットをアップグレードしますが、
新しいバージョンのプライマリ ユニットがネットワークに接続される前に、セカンダリ ユニットの
アップグレードを開始する必要があります。両装置が稼動中で、メジャー バージョン番号が一致しな
い場合（3.1 と 3.2）、両装置がアクティブになります。2 台のユニットがアクティブになっていると、
ネットワーク上の問題が発生することがあります。
メンテナンス パーティションにログインし、FTP サーバからアプリケーション ソフトウェアをインス
トールする手順は、次のとおりです。

ステップ 1

アプリケーション パーティションには、それぞれ独自のスタートアップ コンフィギュレーションがあ
るため、必要に応じて、バックアップ アプリケーション パーティションにコピーするために、現在の
設定を利用できるようにする必要があります。利用可能な TFTP、FTP、または HTTP(S) サーバにコ
ピーするか、show running-config コマンドを入力して端末から設定をカット & ペーストします。

ステップ 2

必要に応じて、次のコマンドを入力して FWSM のセッションを終了します。
hostname# exit
Logoff
[Connection to 127.0.0.31 closed by foreign host]
Router#

コンフィギュレーション モードで作業している場合、exit コマンドを複数回入力しなければならない
ことがあります。
ステップ 3

現在のブート パーティションを表示するには、OS に応じたコマンドを入力します。新しいデフォルト
ブート パーティションを設定する際、現在のブート パーティションをメモしておいてください。

• Cisco IOS ソフトウェア
Router# show boot device [mod_num]

次に例を示します。
Router# show boot device
[mod:1 ]:
[mod:2 ]:
[mod:3 ]:
[mod:4 ]: cf:4
[mod:5 ]: cf:4
[mod:6 ]:
[mod:7 ]: cf:4
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[mod:8 ]:
[mod:9 ]:

• Catalyst OS ソフトウェア
Console> (enable) show boot device mod_num

次に例を示します。
Console> (enable) show boot device 4
Device BOOT variable = cf:4

ステップ 4

OS に応じて、次のコマンドを入力して、デフォルト ブート パーティションをバックアップに変更し
ます。

• Cisco IOS ソフトウェア
Router(config)# boot device module mod_num cf:{4 | 5}

• Catalyst OS ソフトウェア
Console> (enable) set boot device cf:{4 | 5} mod_num

ステップ 5

OS に応じて、スイッチのプロンプトで次のコマンドを入力して、FWSM のメンテナンス パーティ
ションを起動します。

• Cisco IOS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Router# hw-module module mod_num reset cf:1

• Catalyst OS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Console> (enable) reset mod_num cf:1

ステップ 6

OS に応じて、次のコマンドを入力して、FWSM のセッションを開始します。
• Cisco IOS ソフトウェア
Router# session slot number processor 1

• Catalyst OS ソフトウェア
Console> (enable) session module_number

ステップ 7

次のコマンドを入力して、FWSM のメンテナンス パーティションにルートとしてログインします。
Login: root
Password:

デフォルトのパスワードは、cisco です。
ステップ 8

ネットワーク パラメータを設定する手順は、次のとおりです。

a. 次のコマンドを入力して、メンテナンス パーティションに IP アドレスを割り当てます。
root@localhost# ip address ip_address netmask

これは、メンテナンス パーティションで使用できる唯一の VLAN である VLAN 1 のアドレスで
す。10.3.1.0/24 サブネットのアドレスをメンテナンス パーティションの IP アドレスとして使用す
ると、そのサブネット上の他のホストとの通信が正常に実行できなくなることがあります。
FWSM は 10.3.1.1 を内部診断に使用しています。

b. 次のコマンドを入力して、メンテナンス パーティションにデフォルト ゲートウェイを割り当てま
す。
root@localhost# ip gateway ip_address
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c. （任意）FTP サーバに ping を実行して接続していることを確認する場合は、次のコマンドを入力し
ます。
root@localhost# ping ftp_address

ステップ 9

次のコマンドを入力して、FTP サーバからアプリケーション ソフトウェアをダウンロードします。
root@localhost# upgrade ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename cf:{4 | 5}

cf:4 および cf:5 は、FWSM 上のアプリケーション パーティションです。新しいソフトウェアをバック
アップ パーティションにインストールします。
画面に表示されるプロンプトに従って、アップグレードします。
ステップ 10

次のコマンドを入力して、メンテナンス パーティションからログアウトします。
root@localhost# logout

ステップ 11

OS に応じたコマンドを入力して、バックアップ アプリケーション パーティション（ステップ 4 でデ
フォルトとして設定した）で FWSM を再起動します。
• Cisco IOS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Router# hw-module module mod_num reset

• Catalyst OS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Console> (enable) reset mod_num

ステップ 12

OS に応じて、次のコマンドを入力して、FWSM のセッションを開始します。
• Cisco IOS ソフトウェア
Router# session slot number processor 1

• Catalyst OS ソフトウェア
Console> (enable) session module_number

デフォルトでは、FWSM にログインするためのパスワードは cisco です（password コマンドで変更可
能）。このパーティションにスタートアップ コンフィギュレーションが存在しない場合、デフォルト パ
スワードが使用されます。
ステップ 13

次のコマンドを入力して、特権 EXEC モードを開始します。
hostname> enable

デフォルト パスワードは空白です（enable password コマンドで変更可能）。このパーティションにス
タートアップ コンフィギュレーションが存在しない場合、デフォルト パスワードが使用されます。
ステップ 14

アプリケーション パーティションには、それぞれ独自のスタートアップ コンフィギュレーションがあ
るため、場合によっては、現在の設定をアプリケーション パーティションにコピーする必要がありま
す。このパーティションで古い設定が動作している場合、実行コンフィギュレーションへのコピーを行
う前に古い設定を消去することが必要な場合があります。実行コンフィギュレーションを消去するに
は、clear configure all コマンドを入力します。設定を実行コンフィギュレーションにコピーするに
は、次のいずれかの方法を使用します。

• コマンド ラインに設定をペーストします。
• TFTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy tftp://server[/path]/filename running-config

• FTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename running-config
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• HTTP または HTTPS サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy http[s]://[user[:password]@]server[:port][/path]/filename
running-config

• ローカル フラッシュ メモリからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy disk:[path/]filename running-config

ステップ 15

次のコマンドを入力して、スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレーションを
保存します。
hostname# write memory

ステップ 16

デフォルトのコンテキスト モードはシングル モードであるため、マルチコンテキスト モードで作業し
ている場合は、次のコマンドを使用して、新しいアプリケーション パーティションでモードをマルチ
に設定します。
hostname# configuration terminal
hostname(config)# mode multiple
WARNING: This command will change the behavior of the device
WARNING: This command will initiate a Reboot
Proceed with change mode? [confirm]

確定すると、FWSM のリロードが開始されます。

FWSM の CLI からの ASDM のインストール
通常の運用中に FWSM にログインし、TFTP、FTP、HTTP 、または HTTPS サーバから現在のアプリ
ケーション パーティションに ASDM ソフトウェアをコピーできます。
マルチ コンテキスト モードの場合は、システム実行スペース内にいる必要があります。
接続状態を確認するには、ping コマンドを使用します。

ASDM ソフトウェアをコピーするには、次のいずれかのコマンドを入力して、適切なダウンロード
サーバを指定します。

• TFTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy tftp://server[/path]/filename flash:asdm

flash キーワードは、FWSM 上のアプリケーション パーティションを示します。flash パーティ
ションにコピーできるのは、イメージと ASDM ソフトウェアだけです。コンフィギュレーション
ファイルは disk パーティションにコピーされます。
• FTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename flash:asdm

• HTTP または HTTPS サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy http[s]://[user[:password]@]server[:port][/path]/filename flash:asdm

• セキュア コピーを使用するには、SSH をイネーブルにしてから、次のコマンドを入力します。
hostname# ssh scopy enable

その後、Linux クライアントから次のコマンドを入力します。
scp -v -pw password filename username@fwsm_address
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-v は詳細を表します。-pw を指定しないと、パスワードの入力が求められます。
次に、TFTP サーバから ASDM をコピーする例を示します。
hostname# copy tftp://209.165.200.226/cisco/asdm.bin flash:asdm

次に、HTTPS サーバから ASDM をコピーする例を示します。
hostname# copy http://admin:letmein@209.165.200.228/adsm/asdm.bin flash:asdm

フェールオーバー ペアのアップグレード
フェールオーバー設定の 2 台のユニットには、同じメジャー（最初の番号）、マイナー（2 番めの番
号）、メンテナンス（3 番めの番号）バージョンのソフトウェアがインストールされている必要があり
ます。
ただし、ユニットごとに異なるメンテナンス バージョンのソフトウェアを実行し、フェールオーバー
サポートを維持することができます。任意のメンテナンス リリースを、マイナー リリース内の他のメ
ンテナンス リリースにアップグレードできます。たとえば、中間のメンテナンス リリースをインス
トールしなくても、3.1(1) から 3.1(3) に直接アップグレードできます。
長期の互換性および安定性を確保するために、両方の装置をできるだけ早く同じバージョンにアップグ
レードすることをお勧めします。

FWSM は、ダウンタイムなしでメジャー リリース間またはマイナー リリース間のアップグレード（た
とえば 2.3 から 3.1 へのアップグレード）を実行できません。
（注）

メンテナンス パーティションからフェールオーバー ペアをアップグレードする場合は、
「メンテナンス
パーティションからのアプリケーション ソフトウェアのインストール」
（P.24-5）を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「新しいメンテナンス リリースへのフェールオーバー ペアのアップグレード」（P.24-10）
• 「新しいマイナー リリースまたはメジャー リリースへのフェールオーバー ペアのアップグレード」
（P.24-12）

新しいメンテナンス リリースへのフェールオーバー ペアのアップグレード
マイナー リリース内の任意のメンテナンス リリースから任意のメンテナンス リリースにダウンタイム
なしでアップグレードできます。
たとえば、中間のメンテナンス リリースをインストールしなくても、3.1(1) から 3.1(3) に直接アップ
グレードできます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「新しいメンテナンス リリースへのアクティブ / スタンバイ フェールオーバー ペアのアップグレー
ド」（P.24-11）
• 「新しいメンテナンス リリースへのアクティブ / アクティブ フェールオーバー ペアのアップグレー
ド」（P.24-12）
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新しいメンテナンス リリースへのアクティブ / スタンバイ フェールオーバー ペアのアップグ
レード
新しいメンテナンス リリースにアクティブ / スタンバイ フェールオーバー設定の 2 台のユニットをアッ
プグレードする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

新しいソフトウェアを 2 台のユニットにダウンロードします。「FWSM の CLI からのアプリケーショ
ン ソフトウェアのインストール」（P.24-4）を参照してください。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、セカンダリ ユニットの設定がメモリに保存されていることを確認します。
secondary(config)# write memory

セカンダリ ユニットを再起動すると、保存された設定がロードされます。このステップは、プライマ
リ ユニットが正常に起動できなかった場合に役立ちます。
マルチコンテキスト モードでは、システム実行スペースから write memory all コマンドを入力しま
す。このコマンドでは、FWSM の書き込みアクセス先となるコンテキスト設定がすべて保存されます。
ステップ 3

アクティブ ユニットで次のコマンドを入力して、スタンバイ ユニットをリロードして新規イメージを
ブートします。
primary# failover reload-standby

ステップ 4

スタンバイ ユニットがリロードを終了して Standby Ready 状態になったら、アクティブ ユニットで次
のコマンドを入力して、アクティブ ユニットをスタンバイ ユニットに強制的にフェールオーバーしま
す。

（注）

show failover コマンドを使用して、スタンバイ ユニットが Standby Ready 状態かどうかを検
証します。

primary# no failover active

（注）

SSH を使用して FWSM にアクセスした場合、no failover active コマンドを入力すると、
FWSM への接続が失われることがあります。接続が失われたら、session switch switch
number slot slot number processor 1 コマンドを入力して、プライマリ FWSM への接続を再確
立します。

ステップ 5

次のコマンドを入力して、前のアクティブ ユニット（現在の新規スタンバイ ユニット）をリロードし
ます。
primary# reload

ステップ 6

（任意）新しいスタンバイ ユニットのリロードが完了し、Standby Ready ステートになったら、次のコ
マンドを入力して、元のアクティブ ユニットをアクティブ状態に戻します。
primary# failover active
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新しいメンテナンス リリースへのアクティブ / アクティブ フェールオーバー ペアのアップグ
レード
新しいメンテナンス リリースにアクティブ / アクティブ フェールオーバー設定の 2 台のユニットをアッ
プグレードする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

新しいソフトウェアを 2 台のユニットにダウンロードします。「FWSM の CLI からのアプリケーショ
ン ソフトウェアのインストール」（P.24-4）を参照してください。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、セカンダリ ユニットの設定がメモリに保存されていることを確認します。
secondary(config)# write memory

セカンダリ ユニットを再起動すると、保存された設定がロードされます。このステップは、プライマ
リ ユニットが正常に起動できなかった場合に役立ちます。
マルチコンテキスト モードでは、システム実行スペースから write memory all コマンドを入力しま
す。このコマンドでは、FWSM の書き込みアクセス先となるコンテキスト設定がすべて保存されます。
ステップ 3

プライマリ ユニットのシステム実行スペースで次のコマンドを入力して、プライマリ ユニットの両方
のフェールオーバー グループをアクティブにします。
primary# failover active

ステップ 4

プライマリ ユニットのシステム実行スペースで次のコマンドを入力して、セカンダリ ユニットをリ
ロードして新規イメージをブートします。
primary# failover reload-standby

ステップ 5

セカンダリ ユニットがリロードを終了し、その装置で両方のフェールオーバー グループが Standby
Ready 状態になったら、プライマリ ユニットのシステム実行スペースで次のコマンドを使用して、セ
カンダリ ユニットの両方のフィールオーバー グループをアクティブにします。
primary# no failover active

（注）

ステップ 6

show failover コマンドを使用して、セカンダリ ユニットの両方のフェールオーバー グループ
が Standby Ready 状態かどうかを検証します。

プライマリ ユニットの両方のフェールオーバー グループが Standby Ready 状態になっていることを確
認してから、次のコマンドを使用してプライマリ ユニットをリロードします。
primary# reload

フェールオーバー グループは、preempt コマンドを使用して設定されると、プリエンプト遅延の経過
後、指定された装置で自動的にアクティブになります。フェールオーバー グループが preempt コマン
ドによって設定されていない場合は、failover active group コマンドを使用して、指定された装置でそ
れらのステータスをアクティブに戻すことができます。

新しいマイナー リリースまたはメジャー リリースへのフェールオーバー ペ
アのアップグレード
新しいマイナー リリースまたはメジャー リリースにアクティブ / アクティブまたはアクティブ / スタン
バイ フェールオーバー設定の 2 台のユニットをアップグレードする手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

新しいソフトウェアを 2 台のユニットにダウンロードします。「FWSM の CLI からのアプリケーショ
ン ソフトウェアのインストール」（P.24-4）を参照してください。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、セカンダリ ユニットの設定がメモリに保存されていることを確認します。
secondary(config)# write memory

セカンダリ ユニットを再起動すると、保存された設定がロードされます。このステップは、プライマ
リ ユニットが正常に起動できなかった場合に役立ちます。
マルチコンテキスト モードでは、システム実行スペースから write memory all コマンドを入力しま
す。このコマンドでは、FWSM の書き込みアクセス先となるコンテキスト設定がすべて保存されます。
ステップ 3

新しいソフトウェアをロードするには、プライマリ ユニットがネットワークに接続される前に、プラ
イマリ ユニットをリロードしてからセカンダリ ユニットをリロードします。次のコマンドをユニット
ごとに別々に入力します。
primary(config)# reload
Proceed with reload? [confirm]

「Proceed with reload?」プロンプトで、Enter を押してコマンドを確定します。
Rebooting...
secondary(config)# reload
Proceed with reload? [confirm]

ユニットのリロード中に、アクティブな接続がすべて終了します。両装置を同時にリロードすることを
お勧めします。これにより、両装置が稼動していて、メジャーまたはマイナー バージョン番号が一致
しない場合（3.1 と 3.2）、両装置がアクティブになります。2 台のユニットがアクティブになっている
と、ネットワーク上の問題が発生することがあります。

メンテナンス ソフトウェアのインストール
FWSM Release 4.0 にアップグレードする前に、メンテナンス ソフトウェア Release 2.1(2) 以降をイン
ストールしておく必要があります。ここでは、次の内容について説明します。

• 「メンテナンス ソフトウェア リリースの確認」（P.24-13）
• 「メンテナンス ソフトウェアのアップグレード」（P.24-14）

メンテナンス ソフトウェア リリースの確認
メンテナンス ソフトウェア リリースを確認するには、メンテナンス パーティションを起動し、リリー
スを表示します。

（注）

メンテナンス ソフトウェア バージョンをチェックすると、FWSM を再びブートするまで、FWSM の
トラフィック処理を停止します。スタンバイ ユニットのバージョンをチェックして、影響するネット
ワーク トラフィックを回避することをお勧めします。
メンテナンス ソフトウェア リリースを判別するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

必要に応じて、次のコマンドを入力して FWSM のセッションを終了します。
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hostname# exit
Logoff
[Connection to 127.0.0.31 closed by foreign host]
Router#

コンフィギュレーション モードで作業している場合、exit コマンドを複数回入力しなければならない
ことがあります。
ステップ 2

OS に応じて、スイッチのプロンプトで次のコマンドを入力して、FWSM のメンテナンス パーティ
ションを起動します。

• Cisco IOS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Router# hw-module module mod_num reset cf:1

• Catalyst OS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Console> (enable) reset mod_num cf:1

ステップ 3

OS に応じて、次のコマンドを入力して、FWSM のセッションを開始します。
• Cisco IOS ソフトウェア
Router# session slot number processor 1

• Catalyst OS ソフトウェア
Console> (enable) session module_number

ステップ 4

次のコマンドを入力して、FWSM のメンテナンス パーティションにルートとしてログインします。
Login: root
Password:

デフォルトのパスワードは、cisco です。

FWSM では、初回ログイン時にバージョンが表示されます。
Maintenance image version: 2.1(2)

ステップ 5

次のコマンドを入力して、ログイン後にメンテナンス バージョンを表示します。
root@localhost# show version
Maintenance image version: 3.2(1)
mp.3-2-1.bin : Thu Nov 18 11:41:36 PST 2007 : integ@kplus-build-lx.cisco.com
Line Card Number :WS-SVC-FWM-1
Number of Pentium-class Processors :
2
BIOS Vendor: Phoenix Technologies Ltd.
BIOS Version: 4.0-Rel 6.0.9
Total available memory: 1004 MB
Size of compact flash: 123 MB
Daughter Card Info: Number of DC Processors: 3
Size of DC Processor Memory (per proc): 32 MB

メンテナンス ソフトウェアのアップグレード
メンテナンス ソフトウェアをアップグレードする必要がある場合は、次の手順を実行します。
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ステップ 1

次の URL で Cisco.com からメンテナンス ソフトウェアをダウンロードします。

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html
FWSM の管理コンテキストからアクセス可能な TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにソフトウェア
を配置します。
ステップ 2

必要に応じて、次の手順で、メンテナンス パーティションからログアウトし、アプリケーション パー
ティションをリロードします。

a. 次のコマンドを入力して、メンテナンス パーティションからログアウトします。
root@localhost# logout

b. 必要に応じて、OS に応じたコマンドを入力して、アプリケーション パーティションで FWSM を
再起動します。

– Cisco IOS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Router# hw-module module mod_num reset

– Catalyst OS ソフトウェアの場合、次のコマンドを入力します。
Console> (enable) reset mod_num

c. OS に応じて、次のコマンドを入力して、FWSM のセッションを開始します。
– Cisco IOS ソフトウェア
Router# session slot number processor 1

– Catalyst OS ソフトウェア
Console> (enable) session module_number

ステップ 3

メンテナンス パーティション ソフトウェアをアップグレードするには、次のいずれかのコマンドを使
用して、適切なダウンロード サーバを指定します。
マルチ コンテキスト モードの場合は、システム実行スペース内にいる必要があります。

• TFTP サーバからメンテナンス ソフトウェアをダウンロードするには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname# upgrade-mp tftp[://server[:port][/path]/filename]

サーバ情報を確定するよう促されます。コマンドにサーバ情報を指定しなかった場合は、このプロ
ンプトが出力された時点で入力することができます。

• HTTP または HTTPS サーバからメンテナンス ソフトウェアをダウンロードするには、次のコマン
ドを入力します。
hostname# upgrade-mp http[s]://[user[:password]@]server[:port][/path]/filename

メンテナンス パーティションのルート アカウントおよびゲスト アカウントのパスワードは、アップグ
レード後も保持されます。
ステップ 4

次のコマンドを入力して、新しいメンテナンス ソフトウェアをロードするために FWSM をリロードし
ます。
hostname# reload

または、メンテナンス パーティションの起動の準備として FWSM からログアウトすることもできま
す。メンテナンス パーティションから、両方のアプリケーション パーティションにアプリケーション
ソフトウェアをインストールできます。FWSM のセッションを終了するには、次のコマンドを入力し
ます。
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hostname# exit
Logoff
[Connection to 127.0.0.31 closed by foreign host]
Router#

コンフィギュレーション モードで作業している場合、exit コマンドを複数回入力しなければならない
ことがあります。

FWSM をメンテナンス パーティションにリロードする方法については、「メンテナンス パーティショ
ンからのアプリケーション ソフトウェアのインストール」（P.24-5）を参照してください。

次に、TFTP サーバ情報のプロンプトの例を示します。
hostname# upgrade-mp tftp
Address or name of remote host [127.0.0.1]? 10.1.1.5
Source file name [cdisk]? mp.3-2-1-3.bin.gz
copying tftp://10.1.1.5/mp.3-2-1-3.bin.gz to flash
[yes|no|again]? yes
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Received 1695744 bytes.
Maintenance partition upgraded.

コンフィギュレーション ファイルのダウンロードおよびバッ
クアップ
ここでは、コンフィギュレーション ファイルのダウンロードおよびバックアップの手順について説明
します。内容は次のとおりです。

• 「フラッシュ メモリ内のファイルの確認」（P.24-16）
• 「スタートアップまたは実行コンフィギュレーションへのテキスト コンフィギュレーションのダウ
ンロード」（P.24-17）
• 「ディスクへのコンテキスト コンフィギュレーションのダウンロード」（P.24-18）
• 「設定のバックアップ」（P.24-18）

フラッシュ メモリ内のファイルの確認
フラッシュ メモリ内のファイルを表示し、ファイルに関する情報を確認することができます。

• フラッシュ メモリ内のファイルを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# dir disk:

次に例を示します。
hostname# dir
Directory of disk:/
9
10
11
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-rw-rw-rw-

1411
959
1929

08:53:42 Oct 06 2005
09:21:50 Oct 06 2005
08:23:44 May 07 2005

old_running.cfg
admin.cfg
admin_backup.cfg
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• 特定のファイルに関する拡張情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show file information [path:/]filename

デフォルト パスは、内部フラッシュ メモリのルート ディレクトリ（disk:/）です。
次に例を示します。
hostname# show file info admin.cfg
disk:/admin.cfg:
type is ascii text
file size is 959 bytes

スタートアップまたは実行コンフィギュレーションへのテキスト コンフィ
ギュレーションのダウンロード
次のタイプのサーバからシングル モード コンフィギュレーションまたはマルチモード システム コン
フィギュレーションに、テキスト ファイルをダウンロードすることができます。

• TFTP
• FTP
• HTTP
• HTTPS
マルチモード コンテキストについては、
「ディスクへのコンテキスト コンフィギュレーションのダウン
ロード」（P.24-18）を参照してください。

（注）

コンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションにコピーすると、これら 2 つのコンフィギュ
レーションがマージされます。マージによって、新しいコンフィギュレーションから実行コンフィギュ
レーションに新しいコマンドが追加されます。コンフィギュレーションが同一であれば、変更はありま
せん。コマンドが競合しているか、コマンドがコンテキストの実行に影響する場合、マージの影響はコ
マンドによって異なります。エラーが発生する場合も、予期しない結果が発生する場合もあります。
スタートアップ コンフィギュレーションまたは実行コンフィギュレーションをサーバから FWSM にコ
ピーするには、次のいずれかのコマンドを使用して、適切なダウンロード サーバを指定します。

• TFTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy tftp://server[/path]/filename {startup-config | running-config}

• FTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename[;type=xx]
{startup-config | running-config}

type には次のキーワードのいずれかを指定できます。
– ap：ASCII 受動モード
– an：ASCII 通常モード
– ip：（デフォルト）バイナリ受動モード
– in：バイナリ通常モード
コンフィギュレーション ファイルには、ASCII またはバイナリを使用できます。
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• HTTP または HTTPS サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy http[s]://[user[:password]@]server[:port][/path]/filename
{startup-config | running-config}

たとえば、TFTP サーバからコンフィギュレーションをコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy tftp://209.165.200.226/configs/startup.cfg startup-config

FTP サーバからコンフィギュレーションをコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy ftp://admin:letmein@209.165.200.227/configs/startup.cfg;type=an
startup-config

HTTP サーバからコンフィギュレーションをコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy http://209.165.200.228/configs/startup.cfg startup-config

ディスクへのコンテキスト コンフィギュレーションのダウンロード
コンテキスト コンフィギュレーションをディスクにコピーするには、次のコマンドを使用して、シス
テム実行スペースの適切なダウンロード サーバを指定します。

• TFTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy tftp://server[/path]/filename disk:[path/]filename

• FTP サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename disk:[path/]filename

• HTTP または HTTPS サーバからコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy http[s]://[user[:password]@]server[:port][/path]/filename
disk:[path/]filename

設定のバックアップ
設定をバックアップするには、次のコマンドのいずれかを入力します。

• 「シングルモード コンフィギュレーションまたはマルチモード システム コンフィギュレーション
のバックアップ」（P.24-18）
• 「フラッシュ メモリ内のコンテキスト コンフィギュレーションのバックアップ」（P.24-19）
• 「コンテキスト内でのコンテキスト コンフィギュレーションのバックアップ」（P.24-19）
• 「端末の表示からのコンフィギュレーションのコピー」（P.24-19）

シングルモード コンフィギュレーションまたはマルチモード システム コンフィギュレーショ
ンのバックアップ
シングル コンテキスト モードか、マルチモードのシステム コンフィギュレーションで、外部サーバや
ローカル フラッシュ メモリにスタートアップ コンフィギュレーションまたは実行コンフィギュレー
ションをコピーできます。

24-18

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 24 章

ソフトウェア、ライセンス、および設定の管理
コンフィギュレーション ファイルのダウンロードおよびバックアップ

• TFTP サーバにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy {startup-config | running-config} tftp://server[/path]/filename

• FTP サーバにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy {startup-config | running-config}
ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename

• ローカル フラッシュ メモリにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy {startup-config | running-config} disk:[path/]filename

宛先ディレクトリが存在することを確認してください。存在しない場合は、まず mkdir コマンド
を使用してディレクトリを作成します。

フラッシュ メモリ内のコンテキスト コンフィギュレーションのバックアップ
マルチコンテキスト モードで、次のコマンドの 1 つをシステム実行スペースで入力して、ローカル フ
ラッシュ メモリにあるコンテキスト コンフィギュレーションをコピーします。

• TFTP サーバにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy disk:[path/]filename tftp://server[/path]/filename

• FTP サーバにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy disk:[path/]filename ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename

• ローカル フラッシュ メモリにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy disk:[path/]filename disk:[path/]newfilename

宛先ディレクトリが存在することを確認してください。存在しない場合、mkdir コマンドを使用
してディレクトリを作成します。

コンテキスト内でのコンテキスト コンフィギュレーションのバックアップ
マルチ コンテキスト モードでは、コンテキスト内から次のバックアップを実行できます。

• （admin コンテキストに接続された）スタートアップ コンフィギュレーション サーバに実行コン
フィギュレーションをコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname/contexta# copy running-config startup-config

• コンテキスト ネットワークに接続された TFTP サーバに実行コンフィギュレーションをコピーす
るには、次のコマンドを入力します。
hostname/contexta# copy running-config tftp:/server[/path]/filename

端末の表示からのコンフィギュレーションのコピー
コンフィギュレーションを端末に表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname# show running-config

コマンドから出力をコピーして、コンフィギュレーションをテキスト ファイルに貼り付けます。
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Auto Update サポートの設定
自動アップデートとは、自動アップデート サーバで設定とソフトウェア イメージをいくつかの FWSM
にダウンロードし、中央の場所から FWSM の基本的なモニタリングを実行できるようにするためのプ
ロトコル仕様です。FWSM は、ソフトウェア イメージやコンフィギュレーション ファイルのアップ
デートがないかどうかを確認するために、定期的に自動アップデート サーバへのポーリングを行いま
す。

（注）

Auto Update は、シングル コンテキスト モードでのみサポートされます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「自動アップデート サーバとの通信の設定」（P.24-20）
• 「自動アップデート サーバのステータスの表示」（P.24-21）

自動アップデート サーバとの通信の設定
自動アップデート サーバを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、AUS の URL を指定します。
hostname(config)# auto-update server url [source interface] [verify-certificate]

ここで、url には次の構文があります。
http[s]://[user:password@]server_ip[:port]/pathname

設定できるサーバは 1 台だけです。https を指定すると、SSL が使用されます。URL の user 引数と
password 引数は、サーバにログインするときの基本認証に使用されます。設定の表示に write
terminal、show configuration、または show tech-support コマンドを使用すると、user と password
が「********」と表示されます。

HTTP のデフォルト ポートは 80、HTTPS のデフォルト ポートは 443 です。
source interface 引数には、AUS への要求の送信時に使用するインターフェイスを指定します。
management-access コマンドで指定したインターフェイスと同じものを指定すると、自動アップデー
ト サーバ要求は、管理アクセスに使用される IPSec VPN トンネルと同じものを介して送信されます。
verify-certificate キーワードでは、AUS から返された証明書を確認します。
ステップ 2

（任意）次のコマンドを入力して、AUS との通信時の送信先となる装置 ID を特定します。
hostname(config)# auto-update device-id {hardware-serial | hostname | ipaddress [if-name]
| mac-address [if-name] | string text}

使用される装置 ID は、次のいずれかのパラメータで決定されます。

• hardware-serial：FWSM のシリアル番号を使用します。
• hostname：FWSM のホスト名を使用します。
• ipaddress：指定したインターフェイスの IP アドレスを使用します。インターフェイス名を指定し
ないと、AUS との通信に使用するインターフェイスの IP アドレスが使用されます。
• mad-address：指定したインターフェイスの MAC アドレスを使用します。インターフェイス名を
指定しないと、AUS との通信に使用するインターフェイスの MAC アドレスが使用されます。
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• string：指定したテキスト識別子を使用します。この識別子には、スペースや ‘、“、、>、&、?
の文字を含めることはできません。
ステップ 3

（任意）次のコマンドを入力して、設定またはイメージのアップデートがあるかどうかを確認するため
の AUS へのポーリングの間隔を指定します。
hostname(config)# auto-update poll-period poll-period [retry-count [retry-period]]

poll-period 引数は、更新を確認する間隔（分単位）を指定します。デフォルトは 720 分（12 時間）で
す。

retry-count 引数は、サーバへの最初の接続に失敗した場合に、再試行する回数を指定します。デフォ
ルト値は 0 です。
retry-period 引数は、リトライの間の待機時間（分単位）を指定します。デフォルト値は 5 です。
ステップ 4

（任意）自動アップデート サーバへのアクセスが一定時間ない場合、次のコマンドを入力して、トラ
フィックを中断します。
hostname(config)# auto-update timeout period

period には、タイムアウト期間（分単位）を 1 ～ 35791 の範囲内で指定します。デフォルトは、タイ
ムアウトなし（0）です。デフォルトに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
このコマンドを使用して、FWSM のイメージと設定が最新のものであることを確認します。この状態
は、システム ログ メッセージ 201008 で報告されます。

次に、外部インターフェイスから IP アドレス 209.165.200.224、ポート番号 1742 の AUS にポーリン
グして証明書を確認するように FWSM を設定する例を示します。
また、FWSM のホスト名を装置 ID として使用し、ポーリング間隔をデフォルトの 720 分から 600 分
に短縮するように設定します。ポーリングに失敗した場合は、AUS への再接続を 10 回試行し、次の再
接続の試行まで 3 分間待機するようにします。
hostname(config)# auto-update server
https://jcrichton:farscape@209.165.200.224:1742/management source outside
verify-certificate
hostname(config)# auto-update device-id hostname
hostname(config)# auto-update poll-period 600 10 3

自動アップデート サーバのステータスの表示
自動アップデート サーバのステータスを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show auto-update

次に、show auto-update コマンドの出力例を示します。
hostname(config)# show auto-update
Server: https://********@209.165.200.224:1742/management.cgi?1276
Certificate will be verified
Poll period: 720 minutes, retry count: 2, retry period: 5 minutes
Timeout: none
Device ID: host name [corporate]
Next poll in 4.93 minutes
Last poll: 11:36:46 PST Tue Nov 13 2004
Last PDM update: 23:36:46 PST Tue Nov 12 2004
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ファイアウォール サービス モジュールのモニ
タリング
この章では、Firewall Services Module（FWSM; ファイアウォール サービス モジュール）のためのロ
ギングと Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）の設定方
法について説明します。Syslog メッセージの内容および Syslog メッセージのフォーマットについても
説明します。
この章では、モニタリング、ロギング、および SNMP のコマンドやオプションについて包括的な説明
は行いません。詳しい説明とその他のコマンドについては、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco
7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』を参照してください。
この章では、次の内容について説明します。

• 「Syslog メッセージの設定および管理」（P.25-1）
• 「SNMP の設定」（P.25-21）

Syslog メッセージの設定および管理
ここでは、ロギングの機能と設定について説明します。Syslog メッセージのフォーマット、オプショ
ン、変数についても説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「ロギングの概要」（P.25-1）
• 「ロギングのイネーブル化およびディセーブル化」（P.25-2）
• 「ログの出力先の設定」（P.25-4）
• 「Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-12）
• 「ログ設定のカスタマイズ」（P.25-15）
• 「Syslog メッセージの概要」（P.25-19）

ロギングの概要
FWSM では、Syslog メッセージの監査証跡（許可および拒否されているネットワーク トラフィックの
種類などのアクティビティを示す）の生成がサポートされており、システム ロギングを設定すること
もできます。
すべての Syslog メッセージには、デフォルトの重大度があります。必要に応じて、メッセージを新し
い重大度に再割り当てすることができます。重大度を選択すると、そのレベルおよびより低いレベルの
ロギング メッセージが生成されます。より高いレベルのメッセージは生成されません。重大度が高く
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なるほど、生成されるメッセージが増えます。ロギングおよび Syslog メッセージの詳細については、
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module System Log
Messages』を参照してください。

FWSM Syslog メッセージでは、FWSM のモニタリングやトラブルシューティングのための情報を得
ることができます。ロギング機能を使用すると、次のことができます。

• ログに記録する Syslog メッセージの指定
• Syslog メッセージの重大度のディセーブル化または変更
• Syslog メッセージの重大度を色別で指定
• Syslog メッセージの簡単な説明をヒントとして表示
• Syslog メッセージの説明および推奨処置の指定
• Syslog メッセージの 1 つまたは複数の送信先の指定。これには、内部バッファ、1 台または複数台
の Syslog サーバ、SNMP 管理ステーション、指定した電子メール アドレス、Telnet セッションや
SSH セッションなどが含まれます。
• 重大度やメッセージ クラスなどによる、グループ内での Syslog メッセージの設定と管理
• バッファがいっぱいになった場合の、内部バッファの内容に対する処理方法の指定。バッファの上
書き、FTP サーバへのバッファの内容の送信、内部フラッシュ メモリへの内容の保存などがあり
ます。

• Syslog メッセージ全体、または Syslog メッセージのサブセットを、任意の出力先またはすべての
出力先に送信。

• Syslog メッセージの重大度、Syslog メッセージのクラスに応じて、またはカスタム ログ メッセー
ジ リストを作成することにより、どの場所にどの Syslog メッセージを送信するかをフィルタリン
グ。

セキュリティ コンテキストおよびロギング
それぞれのセキュリティ コンテキストには、独自のロギング コンフィギュレーションが含まれており、
独自のメッセージが生成されます。システムまたは管理コンテキストにログインし、それから別のコン
テキストを変更する場合、セッション中に表示されるメッセージは現在のコンテキストに関連したメッ
セージに限定されます。
システム実行スペースで生成されるフェールオーバー メッセージなどの Syslog メッセージは、管理コン
テキストで生成されるメッセージとともに管理コンテキストで表示できます。システム実行スペースで
は、ロギングの設定やロギング情報の表示はできません。

FWSM は、それぞれのメッセージとともにコンテキスト名を含めるように設定できます。これによって、
単一の Syslog サーバに送信されるコンテキスト メッセージを区別できます。この機能は、管理コンテキ
ストから送信されたメッセージとシステムから送信されたメッセージの判別にも役立ちます。これが可
能なのは、送信元がシステム実行スペースであるメッセージではシステムのデバイス ID が使用され、管
理コンテキストが送信元であるメッセージではデバイス ID として管理コンテキストの名前が使用される
からです。ロギング装置 ID のイネーブル化の詳細については、「Syslog メッセージへの装置 ID の記載」
（P.25-16）を参照してください。

ロギングのイネーブル化およびディセーブル化
ここでは、FWSM でロギングをイネーブル化 / ディセーブル化する方法について説明します。内容は次
のとおりです。
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• 「設定された全出力先へのロギングのイネーブル化」（P.25-3）
• 「設定された全出力先へのロギングのディセーブル化」（P.25-3）
• 「ログ設定の表示」（P.25-3）

設定された全出力先へのロギングのイネーブル化
次のコマンドによりロギングをイネーブルにできますが、ロギングされたメッセージを表示したり保存
したりできるように、少なくとも 1 つの出力先を指定する必要もあります。出力先を指定していない場
合、FWSM はイベント発生時に生成される Syslog メッセージを保存しません。
ログ出力先の設定の詳細については、「ログの出力先の設定」（P.25-4）を参照してください。
ロギングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging enable

設定された全出力先へのロギングのディセーブル化
設定された全出力先へのロギングをディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no logging enable

ログ設定の表示
実行中のログ設定を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show logging

次に、show logging コマンドの出力例を示します。
Syslog logging: enabled
Facility: 16
Timestamp logging: disabled
Standby logging: disabled
Deny Conn when Queue Full: disabled
Console logging: disabled
Monitor logging: disabled
Buffer logging: disabled
Trap logging: level errors, facility 16, 3607 messages logged
Logging to infrastructure 10.1.2.3
History logging: disabled
Device ID: 'inside' interface IP address "10.1.1.1"
Mail logging: disabled
ASDM logging: disabled

ホストまたはネットワークのマッピング名の出力
Syslog メッセージでのホストまたはネットワークのマッピング名の出力をイネーブルにするには、次
のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging names

Syslog メッセージにホストまたはネットワークのマッピング名ではなく、IP アドレスを出力するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no logging names
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次に、ホストまたはネットワークの IP アドレスのマッピング名を含む Syslog メッセージの例を示しま
す。
hostname(config)# no logging names
hostname(config)# show logging
Syslog logging: enabled
Facility: 20
Timestamp logging: enabled
Name logging: disabled
Standby logging: disabled
Deny Conn when Queue Full: disabled
Console logging: disabled
Monitor logging: disabled
Buffer logging: disabled
Trap logging: disabled
History logging: disabled
Device ID: disabled
Mail logging: disabled
ASDM logging: disabled

次に、logging names コマンドが使用されたときに生成される Syslog メッセージの例を示します。
%FWSM-6-302013: Built outbound TCP connection 144547141745774540 for inside:client/42934
(client/42934) to outside:server/11223 (server/80)

次に、no logging names コマンドが使用されたときに生成される Syslog メッセージの例を示します。
%FWSM-6-302013: Built outbound TCP connection 144547141745774540 for
inside:172.149.1.1/42934 (172.149.1.1/42934) to outside:172.109.1.1/11223 (172.109.1.1/80)

ログの出力先の設定
ここでは、FWSM で生成されたログ メッセージの保存先と送信先を指定する方法について説明します
FWSM で生成された Syslog メッセージを表示するには、ログの出力先を指定する必要があります。ロ
グの出力先を指定せずにロギングをイネーブルにした場合、FWSM でメッセージは生成されますが、
参照が可能な場所への保存は行われません。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Syslog サーバへの Syslog メッセージの送信」（P.25-4）
• 「電子メール アドレスへの Syslog メッセージの送信」（P.25-6）
• 「ASDM への Syslog メッセージの送信」（P.25-7）
• 「スイッチ セッション、Telnet セッション、または SSH セッションへの Syslog メッセージの送信」
（P.25-8）
• 「ログ バッファへの Syslog メッセージの送信」（P.25-9）

Syslog サーバへの Syslog メッセージの送信
ここでは、Syslog サーバに Syslog メッセージを送信するように FWSM を設定する方法について説明
します。

Syslog メッセージを Syslog サーバに送信するように FWSM を設定すると、Syslog メッセージをアー
カイブしてサーバの空きディスク スペース以外の制約を受けないようにし、保存後にログ データを操
作できるようになります。たとえば、特定タイプの Syslog メッセージがログに記録されたり、ログか
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らデータが抽出されてレポート用の別のファイルにその記録が保存されたり、あるいはサイト固有のス
クリプトを使用して統計情報が追跡されたりした場合に、特別なアクションが実行されるように指定で
きます。

Syslog サーバでは、syslogd というプログラム（サーバ）を実行する必要があります。UNIX では、
OS（オペレーティング システム）の一部として Syslog サーバを提供しています。Windows 95 および
Windows 98 の場合、別のベンダーから syslogd サーバを入手してください。
（注）

この手順で定義した Syslog サーバへのロギングを開始するには、すべての出力先へのロギングを必ず
イネーブルにしてください。「設定された全出力先へのロギングのイネーブル化」（P.25-3）を参照して
ください。ロギングをディセーブルにするには、「設定された全出力先へのロギングのディセーブル化」
（P.25-3）を参照してください。

Syslog メッセージを Syslog サーバに送信するように FWSM を設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Syslog メッセージを受信する Syslog サーバを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging host interface_name ip_address [tcp[/port] | udp[/port]]
[format emblem]

format emblem キーワードでは、Syslog サーバの EMBLEM フォーマットのロギングをイネーブルに
します（UDP だけ）。
interface_name 引数には、Syslog サーバにアクセスするときのインターフェイスを指定します。
ip_address 引数には、Syslog サーバの IP アドレスを指定します。
tcp[/port] または udp[/port] 引数には、Syslog サーバに Syslog メッセージを送信するために FWSM で
TCP または UDP を使用する必要があることを指定します。デフォルト プロトコルは UDP です。UDP
または TCP のいずれかを使用して Syslog サーバにデータを送信するように FWSM を設定することはで
きますが、両方を使用するように設定することはできません。TCP を指定した場合、FWSM は Syslog
サーバに障害が発生したために中断された Syslog メッセージ送信を検知します。UDP を指定した場合、
Syslog サーバが動作可能かどうかに関係なく、FWSM は Syslog メッセージの送信を続行します。port
引数には、Syslog サーバが Syslog メッセージを待ち受けるポートを指定します。有効なポートの値は、
どちらのプロトコルも 1025 ～ 65,535 です。デフォルトの UDP ポートは 514 です。デフォルトの TCP
ポートは 1470 です。
次に例を示します。
hostname(config)# logging host dmz1 192.168.1.5

出力先として複数の Syslog サーバを指定する場合は、指定する Syslog サーバごとに個別にコマンドを
入力します。
ステップ 2

Syslog サーバに送信する Syslog メッセージを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging trap {severity_level | message_list}

severity_level 引数には、Syslog サーバに送信するメッセージの重大度を指定します。重大度の番号
（0 ～ 7）または名前を指定できます。重大度の名前については、「重大度」（P.25-20）を参照してくだ
さい。たとえば、重大度を 3 に設定した場合、FWSM は重大度が 3、2、1、0 の Syslog メッセージを
送信します。
message_list 引数には、Syslog サーバに送信する Syslog メッセージを識別するカスタム メッセージ リ
ストを指定します。カスタム メッセージ リストの作成方法の詳細については、「カスタム メッセージ
リストによる Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-14）を参照してください。
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次に、FWSM が重大度 3（error）以上の Syslog メッセージをすべて Syslog サーバに送信するよう指
定する例を示します。FWSM は、重大度が 3、2、1 のメッセージを送信します。
hostname(config)# logging trap errors

ステップ 3

（任意）必要に応じて、次のコマンドを入力して、ロギング ファシリティをデフォルトの 20 以外の値
に設定します。
hostname(config)# logging facility number

大部分の UNIX システムでは Syslog メッセージがファシリティ 20 で届くことを想定しています。
hostname(config)# logging

ステップ 4

（任意）TCP Syslog サーバがダウンした場合でもトラフィックの伝送を続行するには、次のコマンドを
入力します。

hostname(config)# logging permit-hostdown
permit-hostdown キーワードでは、TCP ベースの Syslog サーバに対して新しいネットワーク アクセス
セッションを許可します。

電子メール アドレスへの Syslog メッセージの送信
FWSM の Syslog メッセージの一部またはすべてを、電子メール アドレスに送信するよう設定するこ
とができます。電子メールで送信される場合、Syslog メッセージは電子メール メッセージの件名行に
表示されます。このため、このオプションでは、critical、alert、および emergency など、重大度の高
い Syslog メッセージを管理者に通知するように設定することをお勧めします。
（注）

この手順で定義した電子メール アドレスへのロギングを開始するには、すべての出力先へのロギング
を必ずイネーブルにしてください。「設定された全出力先へのロギングのイネーブル化」（P.25-3）を参
照してください。ロギングをディセーブルにするには、「設定された全出力先へのロギングのディセー
ブル化」（P.25-3）を参照してください。
出力先として電子メール アドレスを指定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

1 つまたは複数の電子メール アドレスに送信する Syslog メッセージを指定するには、次のコマンドを
入力します。
hostname(config)# logging mail {severity_level | message_list}

severity_level 引数には、電子メール アドレスに送信するメッセージの重大度を指定します。重大度の
番号（0 ～ 7）または名前を指定できます。重大度の名前については、「重大度」（P.25-20）を参照して
ください。たとえば、重大度を 3 に設定した場合、FWSM は重大度が 3、2、1、0 の Syslog メッセー
ジを送信します。

message_list 引数には、電子メール アドレスに送信する Syslog メッセージを識別するカスタム メッ
セージ リストを指定します。カスタム メッセージ リストの作成方法の詳細については、「カスタム
メッセージ リストによる Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-14）を参照してください。
次に、以前に logging list コマンドで設定した「high-priority」という名前の message_list を使用する
例を示します。
hostname(config)# logging mail high-priority
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ステップ 2

Syslog メッセージを電子メール アドレスに送信する際に使用する送信元の電子メール アドレスを指定
するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging
from-address email_address

次に例を示します。
hostname(config)# logging from-address xxx-001@example.com

ステップ 3

Syslog メッセージを電子メール アドレスに送信する際に使用する受信者の電子メール アドレスを指定
します。受信者のアドレスを 5 つまで設定できます。各受信者を個別に入力する必要があります。
受信者のアドレスを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging recipient-address e-mail_address

[severity_level]

重大度を指定しなかった場合、デフォルトの重大度が使用されます（エラー状態：重大度 3）。
次に例を示します。
hostname(config)# logging recipient-address admin@example.com

ステップ 4

Syslog メッセージを電子メール アドレスに送信する際に使用する SMTP サーバを指定するには、次の
コマンドを入力します。
hostname(config)# smtp-server ip_address

次に例を示します。
hostname(config)# smtp-server 10.1.1.1

ASDM への Syslog メッセージの送信
Syslog メッセージを ASDM に送信するように FWSM を設定できます。FWSM は、ASDM への送信
を待つ Syslog メッセージのためにバッファ領域を確保し、メッセージが発生するとバッファに保存し
ます。ASDM ログ バッファは、内部ログ バッファとは別のバッファです。内部ログ バッファの詳細に
ついては、「ログ バッファへの Syslog メッセージの送信」（P.25-9）を参照してください。
ASDM のログ バッファがいっぱいになると、FWSM は新しい Syslog メッセージのためにバッファを
確保するため、最も古い Syslog メッセージを削除します。ASDM ログ バッファに保持される Syslog
メッセージの数を制御するために、バッファのサイズを変更できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ASDM ロギングの設定」（P.25-7）
• 「ASDM のログ バッファの消去」（P.25-8）

ASDM ロギングの設定

（注）

この手順で定義した ASDM へのロギングを開始するには、すべての出力先へのロギングを必ずイネー
ブルにしてください。「設定された全出力先へのロギングのイネーブル化」（P.25-3）を参照してくださ
い。ロギングをディセーブルにするには、「設定された全出力先へのロギングのディセーブル化」
（P.25-3）を参照してください。
出力先として ASDM を指定する手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

ASDM に送信する Syslog メッセージを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging asdm {severity_level | message_list}

severity_level 引数には、ASDM に送信するメッセージの重大度を指定します。重大度の番号（0 ～ 7）
または名前を指定できます。重大度の名前については、「重大度」（P.25-20）を参照してください。た
とえば、重大度を 3 に設定した場合、FWSM は重大度が 3、2、1、0 の Syslog メッセージを送信しま
す。

message_list 引数には、ASDM に送信する Syslog メッセージを識別するカスタム メッセージ リスト
を指定します。カスタム メッセージ リストの作成方法の詳細については、「カスタム メッセージ リス
トによる Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-14）を参照してください。
次に、ロギングをイネーブルにして、ASDM のログ バッファに重大度 0、1、2 の Syslog メッセージ
を送信する例を示します。
hostname(config)# logging asdm 2

ステップ 2

ASDM のログ バッファに保存可能な Syslog メッセージの数を指定するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# logging asdm-buffer-size num_of_msgs

num_of_msgs には、FWSM が ASDM のログ バッファに保存する Syslog メッセージの数を指定しま
す。
次に、ASDM のログ バッファ サイズを 200 Syslog メッセージに設定する例を示します。
hostname(config)# logging asdm-buffer-size 200

ASDM のログ バッファの消去
ASDM ログ バッファの現在の内容を消去するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear logging asdm

スイッチ セッション、Telnet セッション、または SSH セッションへの Syslog メッセージの
送信
スイッチから FWSM にログインする場合、Telnet セッションを使用して接続されます。そのため、
Telnet または SSH セッションへのロギングを設定するのと同じ方法で、スイッチ セッションへのロギ
ングを設定します。

Telnet または SSH セッションで Syslog メッセージを表示するには、次の 2 つの手順を実行する必要が
あります。
1. Telnet または SSH セッションに送信するメッセージの指定
2. 現在のセッションの Syslog メッセージの表示
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Telnet および SSH セッションのロギングの設定」（P.25-9）
• 「現在のセッションの Syslog メッセージの表示」（P.25-9）

25-8

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

第 25 章

ファイアウォール サービス モジュールのモニタリング

Syslog メッセージの設定および管理

Telnet および SSH セッションのロギングの設定

（注）

この手順で定義した Telnet または SSH へのロギングを開始するには、すべての出力先へのロギングを
必ずイネーブルにしてください。「設定された全出力先へのロギングのイネーブル化」（P.25-3）を参照
してください。ロギングをディセーブルにするには、「設定された全出力先へのロギングのディセーブ
ル化」（P.25-3）を参照してください。

Telnet または SSH セッションに送信するメッセージを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging monitor {severity_level | message_list}

severity_level 引数には、セッションに送信するメッセージの重大度を指定します。重大度の番号（0
～ 7）または名前を指定できます。重大度の名前については、「重大度」（P.25-20）を参照してくださ
い。たとえば、重大度を 3 に設定した場合、FWSM は重大度が 3、2、1、0 の Syslog メッセージを送
信します。

message_list 引数には、セッションに送信する Syslog メッセージを識別するカスタム メッセージ リス
トを指定します。カスタム メッセージ リストの作成方法の詳細については、「カスタム メッセージ リ
ストによる Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-14）を参照してください。
現在のセッションの Syslog メッセージの表示
現在のセッションのロギングをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

FWSM にログインしたあとに、次のコマンドを入力して、現在のセッションのロギングをイネーブル
にします。
hostname# terminal monitor

このコマンドにより、現在のセッションでだけロギングがイネーブルになります。ログアウトしたあと
に再度ログインする場合は、このコマンドを再入力する必要があります。
ステップ 2

現在のセッションのロギングをディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# terminal no monitor

ログ バッファへの Syslog メッセージの送信
出力先として設定すると、ログ バッファは Syslog メッセージの一時保存場所として機能します。新し
いメッセージは、リストの最後に追加されます。バッファがいっぱいになった場合、バッファを別の場
所に保存するように FWSM を設定していないかぎり、新しいメッセージが生成されると古いメッセー
ジは上書きされます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「出力先としてのログ バッファのイネーブル化」（P.25-10）
• 「ログ バッファの表示」（P.25-10）
• 「フラッシュ メモリへの、いっぱいになったログ バッファの自動保存」（P.25-11）
• 「FTP サーバへの、いっぱいになったログ バッファの自動保存」（P.25-11）
• 「内部フラッシュ メモリへのログ バッファの現在の内容の保存」（P.25-11）
• 「ログ バッファの内容の消去」（P.25-12）
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出力先としてのログ バッファのイネーブル化

（注）

この手順で定義したバッファへのロギングを開始するには、すべての出力先へのロギングを必ずイネー
ブルにしてください。「設定された全出力先へのロギングのイネーブル化」（P.25-3）を参照してくださ
い。ロギングをディセーブルにするには、「設定された全出力先へのロギングのディセーブル化」
（P.25-3）を参照してください。
ログの出力先としてログ バッファをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging buffered {severity_level | message_list}

severity_level 引数には、バッファに送信するメッセージの重大度を指定します。重大度の番号（0 ～
7）または名前を指定できます。重大度の名前については、「重大度」（P.25-20）を参照してください。
たとえば、重大度を 3 に設定した場合、FWSM は重大度が 3、2、1、0 の Syslog メッセージを送信し
ます。

message_list 引数には、バッファに送信する Syslog メッセージを識別するカスタム メッセージ リスト
を指定します。カスタム メッセージ リストの作成方法の詳細については、「カスタム メッセージ リス
トによる Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-14）を参照してください。
たとえば、重大度が 1 と 2 のメッセージをログ バッファに保存するよう指定するには、次のいずれか
のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging buffered critical

または
hostname(config)# logging buffered level 2

message_list オプションには、ログ バッファに保存するメッセージの選択基準を記述したメッセージ
リストの名前を指定します。
hostname(config)# logging buffered notif-list

ログ バッファの表示
ログ バッファを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show logging

ログ バッファ サイズの変更
デフォルトのログ バッファ サイズは 4 KB です。ログ バッファのサイズを変更するには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# logging buffer-size bytes

bytes 引数には、ログ バッファに使用するメモリの容量（バイト単位）を設定します。たとえば、8192
を指定した場合、FWSM によってログ バッファに 8 KB のメモリが使用されます。
次に、FWSM でログ バッファに 16 KB のメモリを使用するよう指定する例を示します。
hostname(config)# logging buffer-size 16384
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フラッシュ メモリへの、いっぱいになったログ バッファの自動保存
この設定を行わない場合、FWSM はメッセージを連続的にログ バッファに送信し、バッファがいっぱ
いになると古いメッセージは上書きされます。Syslog メッセージの履歴が必要な場合、バッファが
いっぱいになるたびにバッファの内容を別の出力先に送信するように FWSM を設定できます。バッ
ファの内容は、内部フラッシュ メモリまたは FTP サーバに保存できます。
バッファの内容を別の場所に保存するとき、FWSM は次のようなデフォルトのタイムスタンプ フォー
マットを使用した名前でログ ファイルを作成します。
LOG-YYYY-MM-DD-HHMMSS.TXT

YYYY は年、MM は月、DD は日、HHMMSS は時刻（時、分、秒）です。
FWSM は、ログ バッファの内容を内部フラッシュ メモリまたは FTP サーバに書き込んでいる間も、
ログ バッファへの新しいメッセージの保存を続行します。
バッファがいっぱいになるたびにログ バッファのメッセージを内部フラッシュ メモリに保存するよう
指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging flash-bufferwrap

FTP サーバへの、いっぱいになったログ バッファの自動保存
バッファの保存の詳細については、
「内部フラッシュ メモリへのログ バッファの現在の内容の保存」セ
クションを参照してください。
バッファがいっぱいになるたびにログ バッファのメッセージを FTP サーバに保存するよう指定する手
順は、次のとおりです。
ステップ 1

バッファがいっぱいになるたびにログ バッファの内容を FTP サーバに送信する FWSM の機能をイ
ネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging ftp-bufferwrap

ステップ 2

FTP サーバを識別するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging ftp-server server path username password

server 引数には、外部 FTP サーバの IP アドレスを指定します。
path 引数には、ログ バッファのデータを保存する FTP サーバへのディレクトリ パスを指定します。こ
のパスは、FTP ルート ディレクトリへの相対パスです。
username 引数には、FTP サーバにログインできるユーザ名を指定します。
password 引数には、指定したユーザ名のパスワードを指定します。
次に例を示します。
hostname(config)# logging ftp-server 10.1.1.1 /syslogs logsupervisor 1luvMy10gs

内部フラッシュ メモリへのログ バッファの現在の内容の保存
バッファの内容は、いつでも内部フラッシュ メモリに保存できます。ログ バッファの現在の内容を内
部フラッシュ メモリに保存するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging savelog [savefile]
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たとえば、次のコマンドは、ログ バッファの内容を「latest-logfile.txt」というファイル名で内部フ
ラッシュ メモリに保存します。
hostname(config)# logging savelog latest-logfile.txt

ログ バッファの内容の消去
ログ バッファの内容を削除するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear logging buffer

Syslog メッセージのフィルタリング
ここでは、出力先に送信される Syslog メッセージを指定する方法について説明します。内容は次のと
おりです。

• 「メッセージのフィルタリングの概要」（P.25-12）
• 「クラスによる Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-12）
• 「カスタム メッセージ リストによる Syslog メッセージのフィルタリング」（P.25-14）

メッセージのフィルタリングの概要
生成される Syslog メッセージは、特定の Syslog メッセージだけが特定の出力先に送信されるように
フィルタリングできます。たとえば、ある出力先にすべての Syslog メッセージを送信し、別の出力先
には Syslog メッセージのサブセットを送信するように FWSM を設定できます。
具体的には、Syslog メッセージが次の基準に従って出力先に転送されるように、FWSM を設定できま
す。

• Syslog メッセージの ID 番号
• Syslog メッセージの重大度
• Syslog メッセージのクラス（FWSM の機能領域と同等）
これらの基準をカスタマイズするには、「ログの出力先の設定」（P.25-4）で出力先を設定する場合に指
定できるメッセージ リストを作成します。
あるいは、メッセージ リストとは無関係に、特定のメッセージ クラスを各タイプの出力先に送信する
ように FWSM を設定することもできます。
たとえば、重大度が 1、2、3 の Syslog メッセージをすべて内部ログ バッファに送信したり、クラスが
「ha」の Syslog メッセージをすべて特定の Syslog サーバに送信したり、「high-priority」という名前の
メッセージ リストを作成して、問題をシステム管理者に通知するために電子メール アドレスに送信し
たりするように FWSM を設定することができます。

クラスによる Syslog メッセージのフィルタリング
Syslog メッセージのクラスは、タイプごとに Syslog メッセージを分類する方法の 1 つであり、FWSM
の機能に相当します。たとえば、「auth」クラスはユーザ認証を示します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「メッセージ クラスの概要」（P.25-13）
• 「指定の出力先へのクラス内の全メッセージの送信」（P.25-13）
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メッセージ クラスの概要
ロギング クラスでは、1 つのコマンドで Syslog メッセージのカテゴリ全体の出力先を指定できます。

Syslog メッセージのクラスは次の 2 つの方法で使用できます。
• logging class コマンドを発行して、Syslog メッセージのカテゴリ全体の出力先を指定します。
• メッセージ クラスを指定する logging list コマンドを使用して、メッセージ リストを作成します。
手順については、「カスタム メッセージ リストによる Syslog メッセージのフィルタリング」
（P.25-14）を参照してください。
特定のクラスに属する Syslog メッセージの ID 番号はすべて、最初の 3 桁が同じです。たとえば、400
で始まる Syslog メッセージ ID はすべて、ids クラスに関連しています この IDS 機能に関連付けられた
Syslog メッセージの範囲は、400400 ～ 400415 です。

指定の出力先へのクラス内の全メッセージの送信
クラス内のすべてのメッセージを出力先のタイプに送信するように設定した場合、この設定によって、
特定の出力先コマンドの設定が上書きされます。たとえば、重大度 7 のメッセージをログ バッファに
送信するように指定し、さらに重大度 3 の ha クラス メッセージをログ バッファに送信するように指定
した場合、後の設定が優先されます。
設定した出力先に Syslog メッセージ クラス全体を送信するように FWSM を設定するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config)# logging class message_class {buffered | history | mail | monitor | trap}
[severity_level]

message_class 引数には、指定の出力先に送信する Syslog メッセージのクラスを指定します。Syslog
メッセージ クラスの一覧については、表 25-1 を参照してください。
buffered、history、mail、monitor、および trap キーワードは、このクラスの Syslog メッセージの
出力先を指定します。history キーワードは、SNMP でのロギングをイネーブルにします。monitor
キーワードは、Telnet および SSH でのロギングをイネーブルにします。trap キーワードは、Syslog
サーバへのロギングをイネーブルにします。コマンド ライン エントリごとに出力先を 1 つ指定してく
ださい。クラスを複数の出力先に送信するよう指定する場合は、出力先ごとに個別にコマンドを入力し
ます。
severity_level 引数では、重大度を指定することにより、出力先に送信される Syslog メッセージをさら
に制限します。メッセージの重大度の詳細については、「重大度」（P.25-20）を参照してください。
（ハイ アベイラビリティ：フェールオーバーともいう）に関する重大度が 1（alert）
次に、クラス「ha」
の Syslog メッセージをすべて内部ロギング バッファに送信するように指定する例を示します。
hostname(config)# logging class ha buffered alerts

表 25-1 に、Syslog メッセージ クラス、および各クラスに関連付けられている Syslog メッセージ ID の
範囲を示します。
表 25-1

Syslog メッセージのクラスおよび関連するメッセージ ID 番号

クラス

定義

Syslog メッセージ ID 番号

auth

ユーザ認証

109、113

bridge

トランスペアレント ファイアウォー
ル

110、220

ca

PKI 認証局

717

config

コマンド インターフェイス

111、112、208、308
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表 25-1

Syslog メッセージのクラスおよび関連するメッセージ ID 番号 （続き）

Syslog メッセージ ID 番号
719

クラス

定義

e-mail

電子メール プロキシ

ha

フェールオーバー（ハイ アベイラビ
リティ）

101、102、103、104、210、311、709

ip

IP スタック

NP

ネットワーク プロセッサ

209、215、313、317、408
319

ospf

OSPF ルーティング

318、409、503、613

rip

RIP ルーティング

rm

リソース マネージャ

107、312
321

session

ユーザ セッション

snmp

SNMP

sys

システム

106、108、201、202、204、302、303、304、305、314、
405、406、407、500、502、607、608、609、616、620、
703、710
212
199、211、214、216、306、307、315、414、604、605、
606、610、612、614、615、701、711

カスタム メッセージ リストによる Syslog メッセージのフィルタリング
カスタム メッセージ リストを作成して、送信する Syslog メッセージとその出力先を柔軟に制御できま
す。カスタム Syslog メッセージ リストでは、重大度、メッセージ ID、Syslog メッセージ ID の範囲、
メッセージ クラスのいずれかまたはすべてを基準として、Syslog メッセージのグループを指定できま
す。
たとえば、メッセージ リストを使用して、次のことを実行できます。

• 重大度が 1 および 2 の Syslog メッセージを選択し、1 つ以上の電子メール アドレスに送信する。
• メッセージ クラス（「ha」など）に関連付けられたすべての Syslog メッセージを選択し、内部
バッファに保存する。
メッセージ リストには、メッセージを選択するための複数の基準を含めることができます。ただし、
メッセージ選択基準の追加は、それぞれ個別のコマンド エントリで行う必要があります。メッセージ
選択基準が重複するメッセージ リストを作成することもできます。メッセージ リストの 2 つの基準に
よって同じメッセージが選択される場合、そのメッセージは一度だけログに記録されます。
ログ バッファに保存するメッセージを選択するために FWSM が使用するカスタム リストを作成する
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、メッセージ選択基準を含むメッセージ リストを作成します。
hostname(config)# logging list name {level level [class message_class] |
message start_id[-end_id]}

name 引数には、リストの名前を指定します。重大度の名前を Syslog メッセージ リストの名前として
使用しないでください。使用が禁止された名前には、「emergency」、「alert」、「critical」、「error」、
「warning」、「notification」、「informational」、および「debugging」があります。また、ファイル名の
最初に、これらの用語の最初の 3 文字を使用しないでください。たとえば、「err」という文字で始まる
ファイル名を使用しないでください。
level level 引数には、重大度を指定します。重大度の番号（0 ～ 7）または名前を指定できます。重大
度の名前については、「重大度」（P.25-20）を参照してください。たとえば、重大度を 3 に設定した場
合、FWSM は重大度が 3、2、1、0 の Syslog メッセージを送信します。
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class message_class 引数には、特定のメッセージ クラスを指定します。クラス名のリストについては、
表 25-1（P.25-13）を参照してください。
message start_id[-end_id] 引数には、個々の Syslog メッセージ ID 番号または番号の範囲を指定しま
す。
次に、重大度が 3 以上のメッセージをログ バッファに保存するよう指定する、「notif-list」という名前
のメッセージ リストを作成する例を示します。
hostname(config)# logging list notif-list level 3

ステップ 2

（任意）リストにさらにメッセージ選択基準を追加する場合は、前の手順と同じコマンドを入力して、
既存のメッセージ リストの名前と追加する基準を指定します。リストに追加する基準ごとに、個別に
コマンドを入力します。
次に、メッセージ リストに基準を追加する例を示します。追加する基準は、メッセージ ID 番号の範
囲、およびメッセージ クラス「ha」（ハイ アベイラビリティ：フェールオーバー）です。
hostname(config)# logging list notif-list 104024-105999
hostname(config)# logging list notif-list level critical
hostname(config)# logging list notif-list level warning class ha

上記の例では、指定した基準に一致する Syslog メッセージが出力先に送信されます。リストに含める
ための Syslog メッセージの基準は、次のとおりです。

• 範囲が 104024 ～ 105999 の Syslog メッセージ ID
• 重大度が critical 以上のすべての Syslog メッセージ（emergency、alert、または critical）
• 重大度が warning 以上のすべての ha クラスの Syslog メッセージ（emergency、alert、critical、
error、または warning）

Syslog メッセージは、これらの条件のいずれかを満たす場合にログに記録されます。Syslog メッセー
ジが複数の条件を満たす場合、そのメッセージは一度だけログに記録されます。

ログ設定のカスタマイズ
ここでは、ロギング設定を微調整するためのオプションについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「ロギング キューの設定」（P.25-15）
• 「Syslog メッセージへの日付と時刻の追加」（P.25-16）
• 「Syslog メッセージへの装置 ID の記載」（P.25-16）
• 「EMBLEM フォーマットの Syslog メッセージの生成」（P.25-17）
• 「Syslog メッセージのディセーブル化」（P.25-17）
• 「Syslog メッセージの重大度の変更」（P.25-18）
• 「Syslog メッセージに使用する内部フラッシュ メモリの容量の変更」（P.25-19）

ロギング キューの設定
FWSM のメモリ内には、設定された出力先への送信を待機している Syslog メッセージをバッファする
ために割り当てられる、固定された数のブロックがあります。必要なブロックの数は、Syslog メッ
セージ キューの長さと、指定した Syslog サーバの数によって異なります。
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指定された出力先に送信する前に FWSM がキューに保持できる Syslog メッセージの数を指定するに
は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging queue message_count

message_count 変数には、処理待ちの Syslog メッセージを Syslog メッセージ キューに保持する数を
指定します。デフォルトは 512 Syslog メッセージです。0（ゼロ）を設定すると、Syslog メッセージ
の数は無制限になります。つまり、キュー サイズの制約が、利用可能なブロック メモリだけになりま
す。
キューおよびキュー統計情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show logging queue

Syslog メッセージへの日付と時刻の追加
Syslog メッセージの生成日時を Syslog メッセージに記載するように指定するには、次のコマンドを入
力します。
hostname(config)# logging timestamp

Syslog メッセージへの装置 ID の記載
非 EMBLEM フォーマットの Syslog メッセージに装置 ID を記載するように FWSM を設定するには、
次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging device-id
string text}

{context-name | hostname

| ipaddress interface_name |

Syslog メッセージには、1 つの装置 ID タイプだけを指定できます。
context-name キーワードは、現在のコンテキストの名前を装置 ID として使用することを示します
（マルチコンテキスト モードにだけ適用されます）。マルチ コンテキスト モードの管理コンテキストで
デバイス ID のロギングをイネーブルにすると、そのシステム実行スペースで生成されるメッセージは
システムのデバイス ID を使用し、管理コンテキストで生成されるメッセージは管理コンテキストの名
前をデバイス ID として使用します。
hostname キーワードは、FWSM のホスト名をデバイス ID として使用するように指定します。
ipaddress interface_name 引数を指定すると、interface_name として指定したインターフェイスの IP
アドレスがデバイス ID として使用されます。ipaddress キーワードを使用すると、Syslog メッセージ
の送信元となるインターフェイスに関係なく、そのデバイス ID は指定された FWSM のインターフェ
イス IP アドレスとなります。このキーワードにより、デバイスから送信されるすべての Syslog メッ
セージに単一の一貫したデバイス ID を指定できます。
string text 引数を指定すると、入力したテキスト文字列がデバイス ID として使用されます。この文字
列には、最大 16 文字を指定できます。空白スペースを入れたり、次の文字を使用したりすることはで
きません。
• &（アンパサンド）
• '（一重引用符）
• "（二重引用符）
• <（小なり記号）
• >（大なり記号）
• ?（疑問符）
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（注）

イネーブルにすると、装置 ID は EMBLEM フォーマットの Syslog メッセージや SNMP トラップに表
示されません。
次に、セキュリティ アプライアンスのロギング装置 ID をイネーブルにする例を示します。
hostname(config)# logging device-id hostname

次に、セキュリティ アプライアンスのセキュリティ コンテキストのロギング装置 ID をイネーブルにす
る例を示します。
hostname(config)# logging device-id context-name

EMBLEM フォーマットの Syslog メッセージの生成
UDP 経由で Syslog サーバに送信される Syslog メッセージに EMBLEM フォーマットを使用するには、
次のコマンドを入力して、Syslog サーバを出力先として設定するときに format emblem オプションを
指定します。
hostname(config)# logging host interface_name ip_address {tcp[/port] | udp[/port]]
[format emblem]

interface_name および IP_address には Syslog メッセージを受信する Syslog サーバを指定します。
tcp[/port] および udp[/port] は使用するプロトコルとポートを示します。format emblem は、Syslog
サーバに送信するメッセージに対して EMBLEM フォーマットをイネーブルにします。
セキュリティ アプライアンスでは、Syslog メッセージの送信に UDP および TCP プロトコルを使用で
きますが、EMBLEM フォーマットをイネーブルにできるのは、UDP 経由で送信されるメッセージだ
けです。デフォルトのプロトコルおよびポートは、UDP および 514 です。
次に例を示します。
hostname(config)# logging host interface_1 122.243.006.123 udp format emblem

EMBLEM 形式の Syslog メッセージを Syslog サーバ以外に送信するには、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# logging emblem

Syslog サーバの詳細については、「Syslog サーバへの Syslog メッセージの送信」（P.25-4）を参照して
ください。

Syslog メッセージのディセーブル化
セキュリティ アプライアンスで特定の Syslog メッセージが生成されないようにするには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# no logging message message_number

次に例を示します。
hostname(config)# no logging message 113019

ディセーブルにした Syslog メッセージを再度イネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging message message_number

次に例を示します。
hostname(config)# logging message 113019
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ディセーブルにした Syslog メッセージのリストを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show logging message

ディセーブルにしたすべての Syslog メッセージのロギングを再度イネーブルにするには、次のコマン
ドを入力します。
hostname(config)# clear config logging disabled

Syslog メッセージの重大度の変更
Syslog メッセージのロギング レベルを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging message message_ID level severity_level

次に、Syslog メッセージ 113019 の重大度を 4（warning）から 5（notification）に変更する例を示し
ます。
hostname(config)# logging message 113019 level 5

Syslog メッセージのロギング レベルをデフォルトのレベルに戻すには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no logging message message_ID level current_severity_level

次に、Syslog メッセージ 113019 の重大度をデフォルトの 4（warning）に戻す例を示します。
hostname(config)# no logging message 113019 level 5

特定のメッセージの重大度を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show logging message message_ID

重大度が変更された Syslog メッセージのリストを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show logging message

変更したすべての Syslog メッセージの重大度をデフォルトに戻すには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear configure logging level

次の例の一連のコマンドは、logging message コマンドにより、Syslog メッセージのイネーブル化と、
Syslog メッセージの重大度の両方を制御する方法を示しています。
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors (enabled)
hostname(config)# logging message 403503 level 1
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors, current-level alerts (enabled)
hostname(config)# no logging message 403503
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors, current-level alerts (disabled)
hostname(config)# logging message 403503
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors, current-level alerts (enabled)
hostname(config)# no logging message 403503 level 3
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors (enabled)
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Syslog メッセージに使用する内部フラッシュ メモリの容量の変更
ログ バッファの内容を内部フラッシュ メモリに保存するよう FWSM を設定するには、次の 2 つの方
法があります。

• バッファがいっぱいになるたびにログ バッファの内容が内部フラッシュ メモリに保存されるよう
ロギングを設定する。

• コマンドを入力して、ログ バッファの現在の内容をただちに内部フラッシュ メモリに保存するよ
う FWSM に指示する。
デフォルトでは、FWSM は、内部フラッシュ メモリの最大 1 MB をログ データに使用できます。
FWSM でのログ データの保存のために解放する必要がある内部フラッシュ メモリのデフォルトの最低
容量は、3 MB です。
内部フラッシュ メモリの空き容量が、内部フラッシュ メモリに保存するログ ファイルのために設定さ
れた最小限の容量を下回る場合、FWSM は最も古いログ ファイルを削除し、その新しいログ ファイル
が保存されたとしても最小限の容量が確保されるようにします。削除するファイルがない場合や、古い
ファイルをすべて削除しても空きメモリがまだ制限を下回る場合、FWSM で新しいログ ファイルを保
存できません。

Syslog メッセージに利用できる内部フラッシュ メモリの容量の設定を変更する手順は、次のとおりで
す。
ステップ 1

ログ ファイルの保存に利用できる内部フラッシュ メモリの最大容量を指定するには、次のコマンドを
入力します。
hostname(config)# logging flash-maximum-allocation kbytes

kbytes には、ログ ファイルの保存に使用可能な内部フラッシュ メモリの最大容量（KB 単位）を指定
します。
次に、ログ ファイルのために使用できる内部フラッシュ メモリの最大容量を約 1.2 MB に設定する例
を示します。
hostname(config)# logging flash-maximum-allocation 1200

ステップ 2

FWSM でのログ ファイルの保存のために解放する必要がある内部フラッシュ メモリの最低容量を指定
するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging flash-minimum-free kbytes

kbytes には、FWSM で新しいログ ファイルを保存するために空いている必要のある内部フラッシュ メ
モリの最低容量（KB 単位）を指定します。
次に、FWSM で新しいログ ファイルを保存するために内部フラッシュ メモリに 4,000 KB の最低空き
容量が必要であるという指定を行う例を示します。
hostname(config)# logging flash-minimum-free 4000

Syslog メッセージの概要
ここでは、セキュリティ アプライアンスで生成される Syslog メッセージの内容について説明します。
内容は次のとおりです。

• 「Syslog メッセージのフォーマット」（P.25-20）
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• 「重大度」（P.25-20）

Syslog メッセージのフォーマット
Syslog メッセージは、パーセント記号（%）から始まり、次のような構造になっています。
%FWSM Level Message_number: Message_text

次の表に、フィールドの説明を示します。

FWSM

セキュリティ アプライアンスで生成されるメッセージの Syslog メッセージ ファ
シリティ コードを示します。この値は常に FWSM です。

Level

1 ～ 7 を指定します。レベルは、Syslog メッセージで記述される状態の重大度に
対応します。値が小さいほど、重大な状況です。詳細については、表 25-2 を参照
してください。

Message_number Syslog メッセージを特定する 6 桁の固有の番号。
Message_text
状態を説明する文字列です。Syslog メッセージのこの部分には、IP アドレス、
ポート番号、またはユーザ名が含まれていることがあります。変数フィールドお
よびその説明のリストについては、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600
Series Router Firewall Services Module System Log Messages』を参照してくださ
い。

重大度
表 25-2 に、Syslog メッセージの重大度の一覧を示します。
表 25-2

Syslog メッセージの重大度

level キーワー

（注）

25-20

レベル番号

ド

説明

0

emergency

システムが使用不能です。

1

alert

即時のアクションが必要です。

2

critical

クリティカル条件。

3

error

エラー条件。

4

warning

警告条件。

5

notification

正常だが注意を要する状態。

6

informational

情報メッセージ

7

debugging

デバッグ中にだけ表示

セキュリティ アプライアンスは、重大度 0（emergency）の Syslog メッセージは生成しません。この
レベルは、UNIX システム ログ機能との互換性のために logging コマンドで提供されますが、セキュリ
ティ アプライアンスでは使用されません。
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SNMP の設定
ここでは、SNMP の設定方法について説明しますが、すべての SNMP MIB およびトラップについて包
括的な説明は提供していません。MIB およびイベント通知の詳細情報については、付録 D「MIB と
CLI コマンドの対応」を参照してください。
内容は次のとおりです。

• 「SNMP の概要」（P.25-21）
• 「SNMP のイネーブル化」（P.25-32）

SNMP の概要
FWSM は、SNMP v1 および v2c を使用したネットワーク モニタをサポートしています。FWSM で
は、トラップおよび SNMP リード アクセスはサポートされますが、SNMP ライト アクセスはサポート
されません。
Network Management Station（NMS; ネットワーク管理ステーション）にトラップ（イベント通知）を
送信するように FWSM を設定したり、NMS を使用して FWSM 上の MIB（管理情報ベース）を参照
できます。MIB は定義の集合で、FWSM は各定義の値のデータベースを保持します。MIB を参照する
には、NMS から SNMP get 要求を発行します。SNMP トラップを受信して、MIB を参照するには、
CiscoWorks for Windows またはその他の SNMP V1 や V2、MIB-II 準拠ブラウザを使用します。
表 25-3 に、サポート対象の MIB、FWSM のトラップ、およびマルチモードの各コンテキストのト
ラップを示します。Cisco MIB は、次の Web サイトからダウンロードできます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
ダウンロードした MIB を、NMS 用にコンパイルします。

（注）

表 25-3

パフォーマンス低下の原因になる場合があるため、SNMP を使用してデータを取得する頻度を制限し
ます。また、リソース使用状況データを効率的に収集するために、コンテキスト単位でポーリングをス
ケジューリングします。

SNMP の MIB およびトラップのサポート

MIB およびトラップ
CISCO-CRYPTO-ACCELERATOR-MIB
• CISCO-ENTITY-MIB

説明

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のグループおよびテーブルの参照をサポートしています。

• CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

• entLogicalTable

• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

• entPhysicalTable

• CISCO-ENTITY-REDUNDANCY-MIB

FWSM は、次のトラップを送信します。
• alarm-asserted
• alarm-cleared
• config-change
• fru-insert
• fru-remove
• redun-switchover
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ
CISCO-IP-PROTOCOL-FILTER-MIB

説明

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• cippfIpProfileTable
• cippfIpFilterExtTable
• cippfIpFilterStatsTable
• cippfIpFilterTable
次に、show access-list コマンドで表示されるエントリを、
cippfIpfilterTable オブジェクトおよび cippfIpfilterStatsTable オブジェク
トでの SNMP 操作により取得する例を示します。
!
interface Vlan50
nameif inside
security-level 100
ip address 50.0.0.2 255.0.0.0
!
interface Vlan60
nameif outside
security-level 0
ip address 60.0.0.2 255.0.0.0
!
snmp-server host outside 60.0.0.1 community public version 2c
udp-port 161
!
hostname# show access-list
access-list aaa line 1 extended permit tcp any any eq www
(hitcnt=0) 0xe0998155
snmpwalk 60.0.0.2 -c public -v 2c 1.3.6.1.4.1.9.9.278 returns as
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.1.1.2.3.97.97.97 = INTEGER: 2
<<<< 2 means extended access-list
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.2.1.1 = STRING: "aaa"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.2.2.1 = STRING: "aaa"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.3.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.3.2.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.3.3.97.97.97.1 = INTEGER:
2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.4.3.97.97.97.1 = INTEGER:
1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.5.3.97.97.97.1 =
Hex-STRING: 00 00 00 00 <-- denotes src network
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.6.3.97.97.97.1 =
Hex-STRING: 00 00 00 00 <-- denotes src network mask
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.7.3.97.97.97.1 =
Hex-STRING: 00 00 00 00 <-- denotes dest network
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.8.3.97.97.97.1 =
Hex-STRING: 00 00 00 00 <-- denotes dest network mask
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.9.3.97.97.97.1 = INTEGER:
6 <-- 6 stands for tcp protocol number
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.10.3.97.97.97.1 =
Gauge32: 0 <-0 means any port
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.11.3.97.97.97.1 =
Gauge32: 0 <-0 means any port.
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.12.3.97.97.97.1 =
Gauge32: 80 <- www translates to 80
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ

説明

CISCO-IP-PROTOCOL-FILTER-MIB（続き） SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.13.3.97.97.97.1 =

Gauge32: 0 <- 0 means any port.
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.16.3.97.97.97.1 =
INTEGER: 2 <- 2 means log for ACL is disabled.
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.17.3.97.97.97.1 =
INTEGER: 1 <- 1 means ACL log enabled.
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.22.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.23.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.24.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.25.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.26.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.27.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.4.1.2.3.97.97.97.1 = INTEGER:
0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.4.1.3.3.97.97.97.1 = Gauge32:
0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.2.1.1.1.3.97.97.97.1 =
Counter64: 0 <<<< 0 is current ACL hit counter for ACL 'aaa'

ここで、「3.97.97.97」は、ASCII 文字のアクセス リスト名を示します。
「97」は
アクセス リスト名「aaa」は、97.97.97 に変換されます。ここで、
ASCII 文字「a」に相当します。「3」は ASCII リスト名の文字番号を示し
ます。
次に、ネットワーク オブジェクト グループを使用した、拡張されていな
いアクセス リストの例を示します。このリストは、SNMP 操作により取得
できます。個々のアクセス リストのヒット カウントは、SNMP OID の
「cipppfIpFilterHits」で集約および表示されます。
!
interface Vlan50
nameif inside
security-level 100
ip address 50.0.0.2 255.0.0.0
!
interface Vlan60
nameif outside
security-level 0
ip address 60.0.0.2 255.0.0.0
!
object-group network src-network
network-object 50.1.1.1 255.255.255.255
network-object 50.1.1.2 255.255.255.255
network-object 50.1.1.3 255.255.255.255
object-group network dest-network
network-object 60.1.1.1 255.255.255.255
network-object 60.1.1.2 255.255.255.255
network-object 60.1.1.3 255.255.255.255
access-list aaa extended permit tcp object-group src-network
object-group dest-network
!
snmp-server host outside 60.0.0.1 community public version 2c
udp-port 161
!
hostname(config)# show access-list
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ

説明

CISCO-IP-PROTOCOL-FILTER-MIB（続き） access-list mode auto-commit

access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0
(deny-flow-max 4096)
alert-interval 300
access-list aaa; 9 elements
access-list aaa line 1 extended permit tcp object-group
src-network object-group dest-network 0x705bc913 <---- only
exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.1 host
60.1.1.1 (hitcnt=0) 0xcb224dc0 <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.1 host
60.1.1.2 (hitcnt=0) 0x324aa638 <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.1 host
60.1.1.3 (hitcnt=0) 0xca52e993 <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.2 host
60.1.1.1 (hitcnt=0) 0xa45db454 <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.2 host
60.1.1.2 (hitcnt=0) 0xd69df47f <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.2 host
60.1.1.3 (hitcnt=0) 0xb06956a6 <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.3 host
60.1.1.1 (hitcnt=0) 0xcd7aeba4 <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.3 host
60.1.1.2 (hitcnt=0) 0x3210272d <---- not exposed
access-list aaa line 1 extended permit tcp host 50.1.1.3 host
60.1.1.3 (hitcnt=0) 0xa2b03187 <---- not exposed
snmpwalk 60.0.0.2 -c public -v 2c 1.3.6.1.4.1.9.9.278
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.1.1.2.3.97.97.97 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.3.3.97.97.97.1 = INTEGER:
2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.4.3.97.97.97.1 = INTEGER:
1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.5.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.6.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.7.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.8.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.9.3.97.97.97.1 = INTEGER:
6
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.10.3.97.97.97.1 =
Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.11.3.97.97.97.1 =
Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.12.3.97.97.97.1 =
Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.13.3.97.97.97.1 =
Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.16.3.97.97.97.1 =
INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.17.3.97.97.97.1 =
INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.22.3.97.97.97.1 = STRING:
"src-network" <--- source network object group name
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.23.3.97.97.97.1 = STRING:
"dest-network" <-- destination network object-group name..
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.24.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.25.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.26.3.97.97.97.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.27.3.97.97.97.1 = ""
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ

説明

CISCO-IP-PROTOCOL-FILTER-MIB（続き） SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.4.1.2.3.97.97.97.1 = INTEGER:
0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.4.1.3.3.97.97.97.1 = Gauge32:
0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.2.1.1.1.3.97.97.97.1 =
Counter64: 0 <-- aggregated ACL hit counter

次に、show ipv6 access-list コマンドで表示されるアクセス リスト エント
リが SNMP 操作により取得および表示される例を示します。
interface Vlan50
nameif inside
security-level 100
ip address 50.0.0.2 255.0.0.0
ipv6 address 2000:400:3:1::100/64
!
interface Vlan60
nameif outside
security-level 0
ip address 60.0.0.2 255.0.0.0
ipv6 address 2001:400:3:1::100/64
!
!
ipv6 access-list allow_ipv6 permit tcp any any eq www
!
access-group allow_ipv6 in interface inside
access-group allow_ipv6 in interface outside
!
snmp-server host outside 60.0.0.1 community public version 2c
udp-port 161
!
FWSM# show ipv6 access-list
ipv6 access-list allow_ipv6; 1 elements
ipv6 access-list allow_ipv6 line 1 permit tcp any any eq www
(hitcnt=0) 0xfabbda56
snmpwalk 60.0.0.2 -c public -v 2c 1.3.6.1.4.1.9.9.278 returns as
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.1.1.2.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.2.1.3 = STRING:
"allow_ipv6"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.2.2.3 = STRING:
"allow_ipv6"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.3.1.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.2.1.3.2.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.3.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.4.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.5.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.6.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
95.105.112.118.54.1 = Gauge32: 0
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ

説明

CISCO-IP-PROTOCOL-FILTER-MIB（続き） SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.7.10.97.108.108.111.119.9

5.105.112.118.54.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.8.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.9.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.10.10.97.108.108.111.119.
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.11.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.12.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = Gauge32: 80
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.13.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.16.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.17.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.22.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.23.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.24.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.25.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.26.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.3.1.27.10.97.108.108.111.119.
95.105.112.118.54.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.4.1.2.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.1.4.1.3.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.278.1.2.1.1.1.10.97.108.108.111.119.9
5.105.112.118.54.1 = Counter64: 0

（注）

どちらのアクセス リストでも SNMP クエリーを実行できません。
オブジェクト グループを使用するため、拡張されているアクセス
リスト エントリでは SNMP クエリーを実行できません。SNMP ク
エリーは、オブジェクト グループを使用する、拡張されていない
アクセス リストに対してだけ実行できます。SNMP クエリーは、
オブジェクト グループを使用するアクセス リストの収集されたア
クセス リスト ヒット カウンタに対してだけ実行できます。アクセ
ス リストでオブジェクト グループを使用するため、拡張されたア
クセス リスト エントリでは、ヒット カウントに対して SNMP ク
エリーを実行できません。

113 文字以上で設定されたアクセス リスト名では、SNMP クエ
リーを実行できません。
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ
CISCO-FIREWALL-MIB

説明

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のグループの参照をサポートしています。
• cfwSystem

cfwSystem.cfwStatus の情報は、単一コンテキストではなく装置全体
のフェールオーバー ステータスに関する情報です。
FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• cfwConnectionStatTable

CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のトラップを送信します。
• start
• stop

CISCO-L4L7-RESOURCE-LIMIT-MIB

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のトラップの参照をサポートしています。
• limit-reached
• rate-limit-reached

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• ciscoL4L7ResourceLimitTable
• ciscoL4L7ResourceRateLimitTable

CISCO-MEMORY-POOL-MIB

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• ciscoMemoryPoolTable：このテーブルに保存されるメモリ使用状況
は、セキュリティ アプライアンスの汎用プロセッサだけに適用され、
ネットワーク プロセッサには適用されません。

CISCO-NAT-EXT-MIB

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。

CISCO-PROCESS-MIB

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• cpmCPUTotalTable

FWSM は、次のトラップを送信します。
• rising threshold

CISCO-REMOTE-ACCESS-MONITOR-MIB FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のトラップを送信します。
• session-threshold-exceeded

CISCO-SYSLOG-MIB

FWSM は、次のトラップを送信します。
• clogMessageGenerated
この MIB は参照できません。
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ
CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB

説明

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のグループの参照をサポートしています。
• cufwUrlFilterGlobals：このグループは、グローバル URL フィルタリ
ング統計情報を提供します。

IF-MIB

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• ifTable
• ifXTable
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ
IP-FORWARD-MIB

説明

FWSM は、テーブル inetCidrRouteTable の参照をサポートしています。
次に、show route コマンドで表示されるエントリを SNMP 操作により取
得する例を示します。
!
interface Vlan50
nameif inside
security-level 100
ip address 50.0.0.2 255.0.0.0
!
interface Vlan60
nameif outside
security-level 0
ip address 60.0.0.2 255.0.0.0
!
snmp-server host outside 60.0.0.1 community public version 2c
udp-port 161
!
hostname# show route
50.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, inside
60.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, outside

inetCidrRouteTable からの SNMP 要求が、次を返します。
snmpwalk 60.0.0.2 -c public -v 2c 1.3.6.1.2.1.4.24.7 returns
IP-MIB::ip.24.7.1.7.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 1
<---- ifindex
IP-MIB::ip.24.7.1.7.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 2
<---- Inindex
IP-MIB::ip.24.7.1.8.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 3
<---- refer local
IP-MIB::ip.24.7.1.8.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 3
<---- refer local
IP-MIB::ip.24.7.1.9.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 2
<---- 2 means local or connected route
IP-MIB::ip.24.7.1.9.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 2
<---- 2 means local or connected route
IP-MIB::ip.24.7.1.10.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = Gauge32: 0
IP-MIB::ip.24.7.1.10.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = Gauge32: 0
IP-MIB::ip.24.7.1.11.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = Gauge32: 0
IP-MIB::ip.24.7.1.11.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = Gauge32: 0
IP-MIB::ip.24.7.1.12.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 0
<--- primary metric 0 for connected route
IP-MIB::ip.24.7.1.12.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 0
<--- primary metric 0 for connected route
IP-MIB::ip.24.7.1.13.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.13.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.14.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.14.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.15.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.15.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.16.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.16.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: -1
IP-MIB::ip.24.7.1.17.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 1
<----- 1 means route is active
IP-MIB::ip.24.7.1.17.1.4.60.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 1
<----- 1 means route is active
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ

説明

IP-FORWARD-MIB（続き）

inetCidrRouteTable から SNMP OID の「inetCidrRouteIfIndex」を取得す
る SNMP 要求の場合は、次のように入力します。
snmpget 60.0.0.2 -c public -v 2c
ip.24.7.1.7.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 returns as
IP-MIB::ip.24.7.1.7.1.4.50.0.0.0.8.0.1.4.0.0.0.0 = INTEGER: 1

（注）

IPv6 ルート エントリでは SNMP クエリーを実行できません。
show route コマンドで表示されるルート エントリ間に最大 3 分の
遅延が発生する場合があり、このエントリに対して SNMP クエ
リーを実行することができます。
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ
IP-MIB

説明

FWSM は、テーブル ipNetToPhysicalTable の参照をサポートしています。
次に、show arp コマンドで表示されるエントリが SNMP 操作により取得
される例を示します。
interface Vlan50
nameif inside
security-level 100
ip address 50.0.0.2 255.0.0.0
!
interface Vlan60
nameif outside
security-level 0
ip address 60.0.0.2 255.0.0.0
!
snmp-server host outside 60.0.0.1 community public version 2c
udp-port 161
!
hostname# show arp
inside 50.0.0.1 0004.23b3.9dea
outside 60.0.0.1 000e.0c4e.f6cc

ipNetToPhysicalTable からの SNMP 要求の場合、次のように入力します。
snmpwalk 60.0.0.2 -c public -v 2c IP-MIB::ip.35 returns
IP-MIB::ip.35.1.4.1.1.4.50.0.0.1 = Hex-STRING: 00 04 23 B3 9D EA
IP-MIB::ip.35.1.4.2.1.4.60.0.0.1 = Hex-STRING: 00 0E 0C 4E F6 CC

ipNetToPhysicalTable からの、特定の IP アドレスに対する SNMP 要求の
場合、次のように入力します。
snmpwalk 60.0.0.2 -c public -v 2c
IP-MIB::ip.35.1.4.1.1.4.50.0.0.1 returns
IP-MIB::ip.35.1.4.1.1.4.50.0.0.1 = Hex-STRING: 00 04 23 B3 9D EA

ipNetToPhysicalTable オブジェクトは、ipNetToPhysicalIfIndex、
ipNetToPhysicalNetAddressType、および ipNetToPhysicalNetAddress に
よって索引が作成されます。ここで、ipNetToPhysicalIfIndex は VLAN イ
ンターフェイス番号です。ipNetToPhysicalNetAddress オブジェクトは、
MAC エントリを取得するための IP アドレスです。索引付き IP アドレス
の MAC アドレスを取得するために、ipNetToPhysicalPhysAddress オブ
ジェクトだけが ipNetToPhysicalTable から入力されます。
（注）

show arp コマンドで表示される ARP エントリ間に最大 3 分の遅
延が発生する場合があり、このエントリに対して SNMP クエリー
を実行することができます。

MIB-II

FWSM は、次のグループおよびテーブルの参照をサポートしています。
• system
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表 25-3

SNMP の MIB およびトラップのサポート （続き）

MIB およびトラップ
NAT-MIB

説明

FWSM は、MIB の参照をサポートしています。
FWSM は、次のトラップを送信します。
• packet-discard

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• natAddrBindTable
• natAddrPortBindTable

RFC1213-MIB

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• ip.ipAddrTable

FWSM は、次の SNMP コア トラップを送信します。

SNMP コア トラップ

• 認証：NMS が正しいコミュニティ ストリングを認証しなかったため
に SNMP 要求に失敗した場合
• リンクアップ：インターフェイスが「up」ステートに移行した場合
• リンクダウン：nameif コマンドを削除したりして、インターフェイス
がダウンした場合

• コールドスタート：FWSM をリロードして実行した場合

SNMPv2-MIB

FWSM は、次の参照をサポートしています。
• snmp

TCP-MIB

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• tcpConnectionTable

UDP-MIB

FWSM は、次のテーブルの参照をサポートしています。
• udpEndpointTable

SNMP のイネーブル化
ここでは、FWSM で SNMP をイネーブルにする方法について説明します。FWSM 上で実行される
SNMP エージェントは、次の 2 つの機能を実行します。

• NMS からの SNMP 要求に応答する。
• トラップ（イベント通知）を NMS に送信する。

SNMP エージェントをイネーブルにし、FWSM に接続できる NMS を指定する手順は、次のとおりで
す。
ステップ 1

FWSM 上の SNMP サーバを確実にイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# snmp-server enable

デフォルトでは、SNMP サーバはイネーブルです。
ステップ 2

FWSM に接続できる NMS の IP アドレスを指定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# snmp-server host interface_name ip_address [trap | poll]
[community text] [version {1 | 2c}] [udp-port port]
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ここで、interface_name 引数には、NMS にアクセスするためのインターフェイスを指定します。

ip_address 引数には、NMS の IP アドレスを指定します。
NMS をトラップ受信またはブラウジング（ポーリング）だけに制限する場合には、trap または poll を
指定します。デフォルトでは、NMS は両方の機能を実行します。
ポート番号を変更するには、udp-port キーワードを使用します。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、コミュニティ ストリングを指定します。
hostname(config)# snmp-server community key

SNMP コミュニティ ストリングは、FWSM と NMS 間の共有シークレットです。キーは、大文字と小
文字が区別される最大 32 文字の値です。スペースは使用できません。
ステップ 4

（任意）SNMP サーバの場所またはコンタクト情報を設定する場合には、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# snmp-server {contact | location} text

ここで、text には、SNMP サーバの場所またはコンタクト情報を定義します。
ステップ 5

FWSM から NMS へのトラップ送信をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# snmp-server enable traps [all | syslog | snmp [trap] [...] |
cpu threshold [trap] | entity [trap] [...] | ipsec [trap] [...] | nat [trap] |
remote-access [trap] | resource [trap]]

機能タイプごとにこのコマンドを入力して、個々のトラップまたはトラップのセットをイネーブルにす
るか、all キーワードを入力してすべてのトラップをイネーブルにします。
デフォルト設定では、すべての SNMP トラップはイネーブルになっています（snmp-server enable
traps snmp authentication linkup linkdown coldstart ）。これらのトラップをディセーブルにするに
は、snmp キーワードを指定してこのコマンドの no 形式を使用します。ただし、clear configure
snmp-server コマンドを使用すると、SNMP トラップのデフォルトのイネーブル状態に戻ります。
（デフォルトの
このコマンドを入力し、トラップ タイプを指定しない場合、デフォルトは syslog です。
snmp トラップは syslog トラップとともに引き続きイネーブルのままです）。

snmp のトラップには、次のものがあります。
• authentication
• linkup
• linkdown
• coldstart

entity のトラップには、次のものがあります。
• config-change
• fru-insert
• fru-remove
• redun-switchover
• alarm-asserted
• alarm-cleared

ipsec のトラップには、次のものがあります。
• start
• stop
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nat のトラップには、次のものがあります。
• packet-discard

remote-access のトラップには、次のものがあります。
• session-threshold-exceeded

resource のトラップには、次のものがあります。
• limit-reached
• rate-limit-reached

cpu threshold のトラップには、次のものがあります。
• rising

cpu threshold rising トラップを受信するには、次のコマンドを入力して cpu threshold rising およびモニ
タリング値を指定する必要があります。
hostname(config)# cpu threshold rising threshold_value monitoring level

ステップ 6

Syslog メッセージをトラップとして NMS に送信できるようにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# logging history level

上記の snmp-server enable traps コマンドを使用して、syslog トラップをイネーブルにしておく必要
があります。
ステップ 7

ロギングをイネーブルにし、あとで NMS に送信できる Syslog メッセージを生成するには、次のコマ
ンドを入力します。
hostname(config)# logging enable

次に、FWSM が内部インターフェイス上でホスト 192.168.3.2 から要求を受信するように設定する例
を示します。
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
hostname(config)#
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snmp-server
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host inside 192.168.3.2
location building 42
contact Pat lee
community ohwhatakeyisthee
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ファイアウォール サービス モジュールのトラ
ブルシューティング
この章では、FWSM のトラブルシューティングの方法について説明します。また、この章は、次の項
で構成されています。

• 「設定のテスト」（P.26-1）
• 「FWSM のリロード」（P.26-6）
• 「パスワード復旧の実行」（P.26-6）
• 「その他のトラブルシューティング ツール」（P.26-7）
• 「一般的な問題」（P.26-10）

設定のテスト
ここでは、シングルモードの FWSM または各セキュリティ コンテキストに対して接続テストを行う手
順について説明します。FWSM のインターフェイスに ping を実行する手順、および 1 つのインター
フェイス上のホストから他のインターフェイス上のホストに ping を実行する手順を示します。
トラブルシューティングでは、ping およびデバッグに関するメッセージだけをイネーブルにすること
を推奨します。FWSM のテストが終了したら、「テスト設定のディセーブル化」（P.26-5）の手順に
従ってください。
この項では、次の内容について説明します。

• 「ICMP デバッグ メッセージとシステム ログ メッセージのイネーブル化」（P.26-1）
• 「FWSM のインターフェイスへの ping の実行」（P.26-2）
• 「FWSM 経由の ping の実行」（P.26-4）
• 「テスト設定のディセーブル化」（P.26-5）

ICMP デバッグ メッセージとシステム ログ メッセージのイネーブル化
デバッグ メッセージとシステム ログ メッセージは、ping に失敗した原因を特定する場合に役立ちま
す。FWSM には、FWSM のインターフェイスへの ping に関する ICMP デバッグ メッセージだけが表
示されます。FWSM 経由で他のホストに宛てた ping に関するメッセージは表示されません。デバッグ
メッセージとシステム ログ メッセージをイネーブルにする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、FWSM のインターフェイスへの ping に関する ICMP パケット情報を表示し
ます。
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hostname(config)# debug icmp trace

ステップ 2

次のコマンドを入力して、Telnet または SSH セッションにシステム ログ メッセージが送信されるよう
に設定します。
hostname(config)# logging monitor debug

または、logging buffer debug コマンドを使用してメッセージをバッファに送信し、そのあとで show
logging コマンドを使用して表示することもできます。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、Telnet または SSH セッションにシステム ログ メッセージを送信します。
hostname(config)# terminal monitor

ステップ 4

次のコマンドを入力して、システム ログ メッセージをイネーブルにします。
hostname(config)# logging enable

次に、外部ホスト（209.165.201.2）から FWSM の外部インターフェイス（209.165.201.1）への ping
が成功した例を示します。
hostname(config)# debug icmp trace
Inbound ICMP echo reply (len 32 id
Outbound ICMP echo request (len 32
Inbound ICMP echo reply (len 32 id
Outbound ICMP echo request (len 32
Inbound ICMP echo reply (len 32 id
Outbound ICMP echo request (len 32
Inbound ICMP echo reply (len 32 id

1 seq 256) 209.165.201.1 > 209.165.201.2
id 1 seq 512) 209.165.201.2 > 209.165.201.1
1 seq 512) 209.165.201.1 > 209.165.201.2
id 1 seq 768) 209.165.201.2 > 209.165.201.1
1 seq 768) 209.165.201.1 > 209.165.201.2
id 1 seq 1024) 209.165.201.2 > 209.165.201.1
1 seq 1024) 209.165.201.1 > 209.165.201.2

この例には、ICMP パケット長（32 バイト）、ICMP パケット ID（1）、および ICMP シーケンス番号
（ICMP シーケンス番号は 0 から始まり、要求が送信されるごとに増分されます）が示されています。

FWSM のインターフェイスへの ping の実行
FWSM のインターフェイスが稼動中であり、FWSM と接続先ルータが正しくルーティングされている
かどうかをテストするには、FWSM のインターフェイスに ping を実行します。
（注）

最も隣接するインターフェイスのみ ping できます。遠方のインターフェイスの ping はサポートされて
いません。

FWSM インターフェイスを ping するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
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インターフェイス名、セキュリティ レベル、および IP アドレスを明記したシングルモードの FWSM
またはセキュリティ コンテキストの接続図を作成します。この接続図には、直接接続されたルータ、
および FWSM への ping の実行元となるルータの反対側のホストも明記する必要があります。この情報
は、ここで説明する手順、および「FWSM 経由の ping の実行」（P.26-4）の手順で使用します。次に
例を示します。
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図 26-1

インターフェイス、ルータ、およびホストを明記したネットワーク接続図
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ステップ 2
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直接接続されたルータから FWSM の各インターフェイスに ping を実行します。トランスペアレント
モードでは、管理 IP アドレスを ping します。
このテストは、FWSM インターフェイスがアクティブであること、およびインターフェイス コンフィ
ギュレーションが正しいことを確認します。

ping に失敗した場合は、FWSM のインターフェイスがアクティブでないか、インターフェイスが正し
く設定されていないか、または FWSM とルータ間のスイッチが停止している可能性があります
（図 26-2 を参照）。この場合は、パケットが到達しないため、FWSM 上にデバッグ メッセージもシス
テム ログ メッセージも表示されません。
FWSM のインターフェイスへの ping の失敗

?

Ping

ࡎࠬ࠻

MSFC
FWSM

132878

図 26-2

ping が FWSM に到達し、FWSM から応答が返されると、次のようなデバッグ メッセージが表示され
ます。
ICMP echo reply (len 32 id 1 seq 256) 209.165.201.1 > 209.165.201.2
ICMP echo request (len 32 id 1 seq 512) 209.165.201.2 > 209.165.201.1

ping 応答がルータに返らない場合、スイッチ ループが発生しているか、または IP アドレスが重複して
いる可能性があります（図 26-3 を参照）。
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図 26-3

IP アドレッシングの問題による ping の失敗
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リモート ホストから各 FWSM インターフェイスを ping します。トランスペアレント モードでは、管
理 IP アドレスを ping します。
このテストでは、直接接続されたルータがホストと FWSM 間のパケットをルーティングできること、
および FWSM からホストに返されるパケットが正しくルーティングされていることを確認します。

ping に失敗した場合は、中継ルータを経由したホストまでのルートが FWSM に正しく設定されていな
い可能性があります（図 26-4 を参照）。この場合は、ping に成功したことを示すデバッグ メッセージ
が表示されますが、システム ログ メッセージ 110001 でルーティング障害が発生していることが示さ
れます。
図 26-4

FWSM のルート未設定による ping の失敗
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132880

Ping

FWSM 経由の ping の実行
FWSM のインターフェイスへの ping に成功したら、FWSM 経由でトラフィックを正しく転送できる
かどうかを確認する必要があります。ルーテッド モードでは、このテストによって、NAT が設定され
ている場合に正しく実行されるかどうかを確認できます。NAT を使用しないトランスペアレント モー
ドの場合は、FWSM が正しく動作していることをこのテストで確認します。トランスペアレント モー
ドで ping に失敗した場合は、Cisco TAC に連絡してください。
異なるインターフェイス上のホスト間で ping するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、任意の送信元ホストからの ICMP を許可するアクセス リストを追加します。
hostname(config)# access-list ICMPACL extended permit icmp any any

デフォルトでは、ホストが低セキュリティ インターフェイスにアクセスすると、すべてのトラフィッ
クが通過を許可されます。ただし、高セキュリティ インターフェイスにアクセスするには、先行する
アクセス リストが必要です。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、各送信元インターフェイスにアクセス リストを割り当てます。
hostname(config)# access-group ICMPACL in interface interface_name

各発信元インターフェイスに対してこのコマンドを繰り返します。
ステップ 3

次のコマンドを入力して、ICMP 応答が送信元ホストに戻されるように、ICMP インスペクション エン
ジンをイネーブルにします。
hostname(config)# class-map ICMP-CLASS
hostname(config-cmap)# match access-list ICMPACL
hostname(config-cmap)# policy-map ICMP-POLICY
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hostname(config-pmap)# class ICMP-CLASS
hostname(config-pmap-c)# inspect icmp
hostname(config-pmap-c)# service-policy ICMP-POLICY global

または、FWSM 経由で ICMP トラフィックを返すことを許可するために、ICMPACL アクセス リスト
を宛先インターフェイスに適用することもできます。
ステップ 4

ホストまたはルータから発信元インターフェイスを介して別のインターフェイス上の別のホストまたは
ルータに ping します。
確認が必要なすべてのインターフェイス ペアに対して、このステップを繰り返します。

ping に成功すると、ルーテッド モードのアドレス変換を確認するシステム ログ メッセージ（305009
または 305011）と ICMP 接続が確立されたことを示すメッセージ（302020）が表示されます。show
xlate コマンドと show conns コマンドを入力して、この情報を表示することもできます。
トランスペアレント モードの ping が失敗した場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
ルーテッド モードでは、NAT が正しく設定されていないために ping が失敗することがあります
（図 26-5 を参照）。この状況は、NAT 制御をイネーブルにしている場合によく発生します。この場合
は、NAT 変換に失敗したことを示すシステム ログ メッセージ（305005 または 305006）が表示されま
す。外部ホストから内部ホストに ping を実行した場合に、スタティック変換（NAT 制御に必要）が設
定されていないと、メッセージ 106010：deny inbound icmp が表示されます。

（注）

FWSM には、FWSM のインターフェイスへの ping に関する ICMP デバッグ メッセージだけが表示さ
れます。FWSM 経由で他のホストに宛てた ping に関するメッセージは表示されません。
図 26-5

FWSM のアドレス変換の問題による ping の失敗
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テスト設定のディセーブル化
テストが完了したら、FWSM 宛ての ICMP と FWSM 経由の ICMP を許可し、デバッグ メッセージを
出力するテスト設定をディセーブルにします。このコンフィギュレーションをそのままにしておくと、
深刻なセキュリティ リスクが生じる可能性があります。また、デバッグ メッセージを生成すると、
FWSM のパフォーマンスが遅くなります。
テスト コンフィギュレーションをディセーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次のコマンドを入力して、ICMP デバッグ メッセージをディセーブルにします。
hostname(config)# no debug icmp trace

ステップ 2

必要に応じて、次のコマンドを入力して、ロギングをディセーブルにします。
hostname(config)# no logging on
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ステップ 3

次のコマンドを入力して、ICMPACL アクセス リストを削除し、関連する access-group コマンドも削
除します。
hostname(config)# no access-list ICMPACL

ステップ 4

（任意）ICMP インスペクション エンジンをディセーブルにする場合には、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# no service-policy ICMP-POLICY

FWSM のリロード
マルチモードでは、システム実行スペースからしかリロードできません。FWSM をリロードするには、
次のコマンドを入力します。
hostname# reload

パスワード復旧の実行
ここでは、パスワードを忘れた場合または AAA 設定が原因でロックアウトされた場合の回復手順につ
いて説明します。

• 「アプリケーション パーティションのパスワードおよび AAA 設定の消去」（P.26-6）
• 「メンテナンス パーティション パスワードのリセット」（P.26-7）

アプリケーション パーティションのパスワードおよび AAA 設定の消去
パスワードを忘れた場合、または AAA（認証、許可、アカウンティング）設定によってロックアウト
された場合には、パスワードおよび AAA コンフィギュレーションの一部をデフォルト値にリセットで
きます。この手順を実行するには、メンテナンス パーティションにログインする必要があります。
ステップ 1

スイッチのプロンプトで次のコマンドを入力して、アプリケーション ブート パーティションを設定し
ます。
Router# set boot device cf:n [mod_num]

モジュール用のデフォルトのブート パーティションは cf:4 です。メンテナンス パーティションは cf:1
です。この手順の後半で、パスワードの消去対象とするブート パーティションを指定します。
ステップ 2

次のコマンドを入力して、FWSM をメンテナンス パーティションで起動します。
Router# hw-module module mod_num reset cf:1

ステップ 3

次のコマンドを入力して、FWSM とのセッションを確立します。
Router# session slot mod_num processor 1

ステップ 4

次のコマンドを入力して、メンテナンス パーティションにルートとしてログインします。
Login: root
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ステップ 5

プロンプトにパスワードを入力します。
Password: password

デフォルトのパスワードは「cisco」です。
ステップ 6

ログインおよびイネーブル パスワードを消去するには、aaa authentication console および aaa
authorization command コマンドを消去し、パスワードを消去するブート パーティションを指定し
て、次のコマンドを入力します。
シングル コンテキスト モード限定：
root@localhost# clear passwd cf:{4 | 5}

マルチ コンテキスト モード限定：
root@localhost# clear admin-context cf:{4 | 5}

FWSM はデフォルトで cf:4 から起動します。ブート パーティションの表示方法の詳細については、ス
テップ 1 を参照してください。
ステップ 7

次のように、画面のプロンプトに従って入力します。
Do you wish to erase the passwords? [yn] y
The following lines will be removed from the configuration:
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
Do you want to remove the commands listed above from the configuration?
[yn] y
Passwords and aaa commands have been erased.

メンテナンス パーティション パスワードのリセット
メンテナンス パーティションのパスワードを忘れた場合は、デフォルト値にリセットできます。この
場合は、アプリケーション パーティションにログインしている必要があります。マルチモードでは、
システム実行スペースからだけパスワードをリセットできます。
メンテナンス パスワードをリセットするには、次のコマンドを入力します。
hostname# clear mp-passwd

パスワードをリセットしたあと、デフォルト値を使用して FWSM にログインできます。

FWSM にログインしたら、reload または reboot コマンドを入力して再起動します。
メンテナンス パーティションから起動するように FWSM を設定し直すには、hw-module module
mod_num reset cf:1 コマンドを入力します。
詳細については、「デフォルト ブート パーティションの設定」（P.2-13）および「FWSM のリセットま
たは特定のパーティションからの起動」（P.2-13）を参照してください。

その他のトラブルシューティング ツール
FWSM には、Cisco TAC から支援を受ける際に役立つ他のトラブルシューティング ツールが用意され
ています。

• 「デバッグ メッセージの表示」（P.26-8）
• 「パケットのキャプチャ」（P.26-8）
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• 「クラッシュ ダンプの表示」（P.26-10）

デバッグ メッセージの表示
デバッグ出力には、CPU プロセスで高いプライオリティが与えられるため、システムが使用不能にな
る可能性があります。したがって、debug コマンドを使用するのは、特定の問題のトラブルシュー
ティング時、または Cisco TAC とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。さ
らに、debug コマンドは、ネットワーク トラフィックが少なく、ユーザも少ないときに使用すること
を推奨します。このような時間帯を選んでデバッグを実行すると、debug コマンドの処理の負担によっ
てシステム利用が影響を受ける可能性が少なくなります。デバッグ メッセージをイネーブルにする場
合は、
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command
Reference』の debug コマンドの説明を参照してください。

パケットのキャプチャ
パケットの取得は、接続障害のトラブルシューティングや不審なアクティビティのモニタを行う場合に
便利です。ここでは、次の内容について説明します。

• 「キャプチャの概要」（P.26-8）
• 「キャプチャの制限事項」（P.26-8）
• 「パケット キャプチャの設定」（P.26-9）

キャプチャの概要
FWSM は、それ自体を通過する IP トラフィックをすべてトラッキングできます。また、FWSM への
すべての管理トラフィック（SSH トラフィックや Telnet トラフィックなど）を含む、FWSM 宛ての IP
トラフィックをすべてキャプチャすることもできます。

FWSM のアーキテクチャは、パケット処理のための異なる 3 セットのプロセッサで構成されています。
このアーキテクチャに起因して、キャプチャ機能の性能に一定の制限が加わります。通常、FWSM の
パケット フォワーディング機能の大部分は、2 つのフロントエンド ネットワーク プロセッサで処理さ
れます。アプリケーション インスペクションが必要な場合にかぎり、パケットはコントロール プレー
ンの汎用プロセッサに送信されます（詳細については、「ステートフル インスペクションの概要」
（P.1-8）を参照してください）。パケットがセッション管理パス ネットワーク プロセッサに送信される
のは、高速パス プロセッサで処理されないセッションがある場合だけです。

FWSM によって転送またはドロップされるすべてのパケットがこの 2 つのフロントエンド ネットワー
ク プロセッサを通るため、パケット キャプチャ機能はこれらのネットワーク プロセッサに実装されて
います。したがって、該当するトラフィック インターフェイス用の適切なキャプチャが設定されてい
れば、FWSM を通過するすべてのパケットをこれらのフロントエンド プロセッサでキャプチャできま
す。入力側では、FWSM インターフェイスに到着した時点でパケットがキャプチャされ、出力側では、
ネットワークに送信される直前でパケットがキャプチャされます。

キャプチャの制限事項
次に、キャプチャ機能の制限の一部を示します。ほとんどの制限事項は、FWSM アーキテクチャの分
散特性と、FWSM で使用されているハードウェア アクセラレータによるものです。

• 1 つのインターフェイスに複数のキャプチャを設定することはできません。ただし、キャプチャ ア
クセス リストに ACE を複数設定して柔軟なコンフィギュレーションにすることはできます。
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• IP トラフィックだけをキャプチャできます。ARP など IP 以外のパケットは、キャプチャ機能で
キャプチャできません。

• パケット キャプチャ機能は、TCP パケット順序の再設定またはその他の同様なパフォーマンス ト
ラブルシューティングには使用しないでください。FWSM アーキテクチャにより、キャプチャ
ACL をマッチングするパケットの順序が、中継で保存されない場合があります。また、ネット
ワーク プロセッサ完了装置は、キャプチャされる通過トラフィックの順序を保存できません。そ
のため、キャプチャ自体をイネーブルにすると、通過トラフィックでパフォーマンス問題が発生す
る可能性があります。

• 共有 VLAN の場合：
– VLAN ごとに設定できるキャプチャは 1 つだけです。共有 VLAN の複数のコンテキストで
キャプチャを設定した場合は、最後に設定したキャプチャだけが使用されます。
最後に設定した（アクティブな）キャプチャを削除すると、他のコンテキストにキャプチャが
設定されている場合でも、アクティブなキャプチャが存在しなくなります。キャプチャをアク
ティブにするには、削除したキャプチャをもう一度追加する必要があります。

– キャプチャを指定したインターフェイス（キャプチャ アクセス リストと一致するインター
フェイス）に着信するすべてのトラフィックがキャプチャされます。これには、共有 VLAN
の他のコンテキストへのトラフィックが含まれます。
したがって、コンテキスト B でも使用されている VLAN 上のコンテキスト A でキャプチャを
イネーブルにすると、コンテキスト A とコンテキスト B の両方の入トラフィックがキャプ
チャされます。
出力トラフィックの場合は、アクティブ キャプチャのあるコンテキストのトラフィックだけ
がキャプチャされます。唯一の例外は、ICMP 検査をイネーブルにしない（したがって、
ICMP トラフィックのセッションが高速パスにない）場合です。この場合は、共有 VLAN の
すべてのコンテキストで入力と出力の ICMP トラフィックがキャプチャされます。

パケット キャプチャの設定
キャプチャを設定する場合、通常は、キャプチャする必要のあるトラフィックを照合するアクセス リ
ストを設定します。トラフィック パターンを照合するアクセス リストを設定したら、キャプチャを定
義し、このアクセス リストをキャプチャと、キャプチャの設定対象となるインターフェイスに関連付
ける必要があります。キャプチャは、アクセス リストおよびインターフェイスと、IPv4 トラフィック
をキャプチャするためのキャプチャを関連付けた場合に限り機能することに注意してください。IPv6
トラフィックの場合、アクセス リストは不要です。

IPv4 トラフィック用のパケット キャプチャを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

「拡張アクセス リストの追加」
（P.13-6）に従って、キャプチャする必要のあるトラフィックを照合する
拡張アクセス リストを設定します。
次に、すべてのトラフィックを識別するアクセス リストの例を示します。
hostname(config)# access-list capture extended permit ip any any

ステップ 2

キャプチャを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# capture name access-list acl_name interface interface_name

デフォルトでは、キャプチャを設定すると、サイズが 512 KB のリニア キャプチャ バッファが作成さ
れます。オプションで循環バッファを設定できます。デフォルトでは、68 バイトのパケットだけが
バッファ内にキャプチャされます。オプションでこの値を変更できます。これらのオプションとその他
のオプションについては、
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services
Module Command Reference』の capture コマンドの説明を参照してください。
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次に、ステップ 1 で設定した（外部インターフェイスに適用される）キャプチャ アクセス リストを使
用して、ip-capture というキャプチャを作成するコマンドの例を示します。
hostname(config)# capture ip-capture access-list capture interface outside

ステップ 3

キャプチャを表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show capture name

copy capture コマンドを使用してキャプチャをコピーすることもできます。詳細については、
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command
Reference』を参照してください。
ステップ 4

バッファを保持してキャプチャを終了するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no capture name access-list acl_name interface interface_name

ステップ 5

バッファを削除してキャプチャを終了するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no capture name

クラッシュ ダンプの表示
FWSM がクラッシュした場合に、クラッシュ ダンプ情報を表示できます。クラッシュ ダンプの内容を
調べる必要がある場合は、Cisco TAC に連絡することをお勧めします。『Catalyst 6500 Series Switch
and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference』の show crashdump コ
マンドを参照してください。

一般的な問題
この項では、FWSM の一般的な問題とそれらを解決する方法について説明します。

症状
スイッチの CLI から FWSM をリセットすると、システムが常にメンテナンス パーティションで
起動される。
考えられる原因

デフォルトのブート パーティションが cf:1 に設定されています。

推奨処置 「デフォルト ブート パーティションの設定」（P.2-13）の説明に従って、デフォルトの
ブート パーティションを変更します。

症状
アプリケーション パーティションと同じパスワードでメンテナンス パーティションにログイン
できない。
考えられる原因
アプリケーション パーティションとメンテナンス パーティションのパスワード
データベースが異なっています。
推奨処置
パーティションに対応するパスワードを使用します。詳細については、「パスワードの
変更」（P.7-1）を参照してください。
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症状

トラフィックが FWSM を通過しない。

考えられる原因

VLAN がスイッチ上に設定されていないか、FWSM に割り当てられていません。

推奨処置
VLAN を設定し、「ファイアウォール サービス モジュールへの VLAN の割り当て」
（P.2-4）の説明に従って FWSM に VLAN を割り当てます。

症状

コンテキスト内で VLAN インターフェイスを設定できない。

考えられる原因

その VLAN はコンテキストに割り当てられていません。

推奨処置 「セキュリティ コンテキストの設定」
（P.4-27）の説明に従って、コンテキストに VLAN
を割り当てます。

症状
MSFC に複数の Switched Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）を追加でき
ない。
考えられる原因

複数の SVI がイネーブルに設定されていません。

推奨処置 「MSFC へのスイッチ仮想インターフェイスの追加」（P.2-6）の説明に従って、複数の
SVI をイネーブルにします。

症状

FWSM のインターフェイスに Telnet も SSH（セキュア シェル）も接続できない。

考えられる原因

FWSM への Telnet または SSH をイネーブルにしませんでした。

推奨処置 「Telnet アクセスの許可」（P.23-1 ）または「SSH アクセスの許可」（P.23-2）の説明に
従って FWSM への Telnet 接続または SSH 接続をイネーブルにします。

症状

FWSM インターフェイスを ping できません。

考えられる原因

FWSM への ICMP がイネーブルに設定されていません。

推奨処置 「FWSM との ICMP 送受信の許可」（P.23-9）の説明に従って FWSM への ICMP をイ
ネーブルにします。

症状

アクセス リストで許可されているにもかかわらず、FWSM 経由で ping を実行できない。

考えられる原因
ICMP インスペクション エンジンがイネーブルに設定されていないか、送信元イ
ンターフェイスおよび宛先インターフェイスの両方にアクセス リストが適用されていません。
推奨処置
ICMP はコネクションレス型プロトコルなので、FWSM はトラフィックが戻ることを自
動的には許可しません。応答トラフィックを許可するには、送信元インターフェイスだけでなく宛
先インターフェイスにもアクセス リストを適用するか、または ICMP インスペクション エンジン
をイネーブルにして、ICMP 接続をステートフル接続として処理します。
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症状 セキュリティの高いインターフェイスからセキュリティの低いインターフェイスへのトラフィッ
クが FWSM を通過しない。
考えられる原因
セキュリティの高いインターフェイスに、トラフィックを許可するアクセス リス
トが適用されていません。PIX ファイアウォールとは異なり、FWSM はインターフェイス間のト
ラフィックの通過を自動的に許可しません。
推奨処置
送信元インターフェイスに、トラフィックを許可するアクセス リストを適用します。
「拡張アクセス リストの追加」（P.13-6）を参照してください。

症状

同一セキュリティ レベルにある 2 つのインターフェイス間をトラフィックが通過しません。

考えられる原因
同じセキュリティ レベルのインターフェイス間のトラフィックを許可する機能
が、イネーブルに設定されていません。
推奨処置 「同一セキュリティ レベルのインターフェイス間の通信の許可」
（P.6-10）の説明に従っ
て、この機能をイネーブルにします。

症状
FWSM でフェールオーバーが実行された場合でも、セカンダリ ユニットがトラフィックを転送
しない。
考えられる原因

両方の装置に共通の VLAN が割り当てられていません。

推奨処置
スイッチ コンフィギュレーションで、両方の装置に共通の VLAN が割り当てられてい
るかどうかを確認します。
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A

仕様
この付録では、FWSM の仕様について説明します。内容は次のとおりです。

• 「スイッチ ハードウェアおよびソフトウェアの互換性」（P.A-1）
• 「ライセンス対象機能」（P.A-3）
• 「物理仕様」（P.A-3）
• 「機能の制限」（P.A-3）
• 「管理対象のシステム リソース」（P.A-5）
• 「固定システム リソース」（P.A-6）
• 「ルールの制限」（P.A-6）

スイッチ ハードウェアおよびソフトウェアの互換性
FWSM は、Cisco 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載できます。いずれ
のシリーズも設定が同じであるため、このマニュアルではこれらのシリーズを総称して「スイッチ」と
表記しています。このスイッチには、スイッチ（スーパーバイザ エンジン）とルータ（MSFC 2）があ
ります。
スイッチのスーパーバイザ エンジンと統合型の MSFC ルータの両方で Cisco IOS ソフトウェアがサ
ポートされています。

（注）

Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアはサポートされていません。
WAN ポートではスタティック VLAN が使用されないので、FWSM はスイッチ WAN ポートへの直接
接続をサポートしません。ただし、WAN ポートから MSFC に接続し、MSFC から FWSM に接続する
ことは可能です。

FWSM は独自の OS で動作します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Catalyst 6500 シリーズの要件」（P.A-2）
• 「Cisco 7600 シリーズの要件」（P.A-2）
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スイッチ ハードウェアおよびソフトウェアの互換性

Catalyst 6500 シリーズの要件
表 1 に、スーパーバイザ エンジンのバージョンとソフトウェアを示します。
表 1

Catalyst 6500 の FWSM のサポート

FWSM の機能
スーパーバイ
ザ エンジン1

PISA 統合

ルート ヘルス
注入

仮想スイッチ
ング システム

12.2(18)SXF 以上

720、32

No

No

No

12.2(18)SXF2 以上
12.2(33)SXI

2、720、32
720-10GE

No

No

No

No

Yes

Yes

12.2(33)SXI

720、32
720-10GE

No

Yes

No

No

Yes

Yes

720、32
32-PISA

No

Yes

No

Yes

No

No

No

No

No

Cisco IOS Software Release

12.2(33)SXI2
12.2(33)SXI2
12.2(18)ZYA

Cisco IOS Software Modularity Release

12.2(18)SXF4

720、32

1. FWSM は、スーパーバイザ 1 および 1A をサポートしていません。

Cisco 7600 シリーズの要件
表 2 に、スーパーバイザ エンジンのバージョンとソフトウェアを示します。
表 2

Cisco 7600 の FWSM のサポート

FWSM の機能
スーパーバイ
ザ エンジン1

PISA 統合

ルート ヘルス
注入

仮想スイッチ
ング システム

12.2(33)SRA

720、32

No

No

No

12.2(33)SRB

720、32

No

No

No

12.2(33)SRC

720、32、
720-1GE

No

No

No

12.2(33)SRD

720、32、
720-1GE

No

No

No

12.2(33)SRE

720、32、
720-1GE

No

No

No

12.2(33)SRE2

720-3C-1GE

No

No

No

Cisco IOS Software Release

1. FWSM は、スーパーバイザ 1 および 1A をサポートしていません。
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ライセンス対象機能
FWSM は、次のライセンス対象機能をサポートしています。
• マルチセキュリティ コンテキスト。FWSM は、ライセンスなしでも、2 つの仮想コンテキストと
1 つの管理コンテキストの合計 3 つのセキュリティ コンテキストをサポートしています。4 つ以上
のコンテキストが必要な場合、次のいずれかのライセンスを取得してください。

– 20
– 50
– 100
– 250
• GTP/GPRS サポート
• BGP スタブ サポート

物理仕様
表 A-3 に、FWSM の物理仕様を示します。
表 A-3

物理仕様

仕様

説明

Switch Fabric Module（SFM; スイッチ ファブリック モジュール）
（搭載されている場合）への 6 Gbps パス、または 32 Gbps 共有バス
を備えた CEF256 ライン カード

帯域幅

Memory

• 1 GB メモリ
• 128 MB フラッシュ メモリ

各スイッチのモジュール数

各スイッチにモジュールを 4 台まで搭載できます。
フェールオーバーを使用して 2 台をスタンバイ モードにした場合で
も、各スイッチに搭載できるモジュールは 4 台までです。

機能の制限
表 A-4 に、FWSM の機能の制限を示します。
表 A-4

機能の制限

コンテキスト モード
仕様

シングル

マルチ

AAA サーバ（RADIUS および
TACACS+）

16

各コンテキストに 4

モニタできるフェールオーバー 250
インターフェイス

すべてのコンテキスト全体で 250
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機能の制限

表 A-4

機能の制限 （続き）

コンテキスト モード
仕様
フィルタリング サーバ
（Websense Enterprise および
N2H2 の Sentian）
フラグメント化パケット

シングル

マルチ

16

各コンテキストに 4

• FWSM は、元のサイズが 8782 バイト以下のフラグメント セッ
トを受信すると、そのセットを組み立て直したうえでネット
ワーク上に送り返しますが、この際にフラグメントのサイズが
受信時のサイズと異なる場合があります。

• FWSM は、元のサイズが 8783 バイト以上のフラグメント セッ
トを受信すると、次の処理を実行します。

– そのフレームが接続で最初のパケットである場合（ICMP
の場合と同様）、FWSM は最初の 8782 バイトを組み立て直
したうえで転送しますが、残りのフラグメントは廃棄され
ます。

– そのフレームが接続で最初のパケットでない場合、FWSM
は最初の 8782 バイトを組み立て直したうえで転送し、残り
のフラグメントも転送しますが、再組み立てチェックは実
施されません。
ジャンボ イーサネット パケッ
ト

8,500 バイト

8,500 バイト

セキュリティ コンテキスト

N/A

250 セキュリティ コンテキスト（ソフトウェ
ア ライセンスによる）

Syslog サーバ

各コンテキストに 4

VLAN インターフェイス
ルーテッド モード

256

各コンテキストに 100

FWSM の VLAN インターフェイス数は、す
べてのコンテキスト全体で 1000 までに限定さ
れています。外部インターフェイスは複数の
コンテキストで共有でき、状況によっては内
部インターフェイスも共有できます。
トランスペアレント モー
ド

A-4

8 ペア

各コンテキストに 8 ペア
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管理対象のシステム リソース
表 A-5 に、FWSM の管理対象のシステム リソースを示します。リソース マネージャを使用して、こ
れらのリソースをコンテキスト単位で管理できます。「リソース管理の設定」（P.4-22）を参照してくだ
さい。
表 A-5

管理対象のシステム リソース

コンテキスト モード
仕様

シングル

マルチ

MAC アドレス（トランスペア

65,536

すべてのコンテキスト全体で 65,536

262,144

すべてのコンテキスト全体で 262,144

インスペクション エンジンの
接続、レート

100,000/ 秒

すべてのコンテキスト全体で 100,000/ 秒

IPSec 管理接続、同時

5

各コンテキストに 5

レント ファイアウォール モー
ド限定）

FWSM で接続が許可されるホ
スト、同時

すべてのコンテキスト全体で最大 10

ASDM 管理セッション、同時

1

5

各コンテキストで最大 5
すべてのコンテキスト全体で最大 80

NAT の変換（xlate）数、同時
SSH 管理接続、同時

2

262,144

すべてのコンテキスト全体で 262,144

5

各コンテキストに 5
すべてのコンテキスト全体で最大 100

システム ログ メッセージ、
レート

FWSM の端末また

FWSM の端末またはバッファに送信される

はバッファに送信
されるメッセージ
は、30,000/ 秒

30,000/ 秒

Syslog サーバに送

メッセージは、すべてのコンテキスト全体で

Syslog サーバに送信されるメッセージは、す
べてのコンテキスト全体で 25,000/ 秒

信されるメッセー
ジは、25,000/ 秒
5
1 台のホストと複数の他のホス 999,900
ト間の接続を含む、任意の 2 つ
170,000/ 秒
のホスト間の TCP/UDP3 4 接

すべてのコンテキスト全体で 999,900 5
すべてのコンテキスト全体で 170,000/ 秒

続、同時接続およびレート

Telnet 管理接続、同時 2

5

各コンテキストに 5
すべてのコンテキスト全体で最大 100 の接続

1. ASDM セッションでは、2 つの HTTPS 接続を使用します。1 つは常に存在するモニタリング用の接続、もう 1 つ
は変更時にのみ存在するコンフィギュレーション変更用の接続です。たとえば、システム制限の ASDM セッショ
ン数が 80 の場合、HTTPS 接続数は 160 に制限されます。
2. 管理コンテキストでは、Telnet 接続と SSH 接続を 15 個まで使用できます。
3. 初期接続は、接続の総数に含まれます。初期接続制限を設定した場合、制限を超える初期接続はカウントされませ
ん。

4. FWSM では、削除のマークが付いた接続を削除するのに、最長で 500 ミリ秒かかることがあります。この間、接
続上のトラフィックは廃棄されるため、接続が削除されるまで、同じ送信元ポートおよび宛先ポートを使用して同
じ宛先への新しい接続を開始することはできません。大部分の TCP アプリケーションはバックツーバック接続で
同じポートを再利用しませんが、RSH は同じポートを再利用することがあります。RSH など、バックツーバック
接続で同じポートを再利用するアプリケーションを使用すると、FWSM でパケットが廃棄されることがあります。
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固定システム リソース

5. PAT（ポート アドレス変換）では各接続に個別の変換が必要なので、PAT を使用する接続の有効な制限値は、接
続制限ではなく変換の制限（256 K）になります。接続制限を適用するには、同じ変換セッションで複数の接続が
可能な NAT を使用する必要があります。

固定システム リソース
表 A-6 に、FWSM の固定システム リソースを示します。
表 A-6

固定システム リソース

コンテキスト モード
仕様

シングル

マルチ

AAA 接続、レート

80/ 秒
3,500

すべてのコンテキスト全体で 80/ 秒
すべてのコンテキスト全体で 3,500

ACL ロギングのフロー、同時

32,768

すべてのコンテキスト全体で 32,768

エイリアス ステートメント

512

すべてのコンテキスト全体で 512

ARP テーブル エントリ、同時

65,536

すべてのコンテキスト全体で 65,536

DNS 検査、レート

すべてのコンテキスト全体で 5000/ 秒

グローバル ステートメント

5000/ 秒
4204

すべてのコンテキスト全体で 4204

検査ステートメント

32

各コンテキストに 32

NAT ステートメント

2048

すべてのコンテキスト全体で 2048

パケット再組み立て、同時

30,000

すべてのコンテキスト全体で 30,000 フラグメ
ント

ルート テーブル エントリ、同
時

32,768

すべてのコンテキスト全体で 32,768

shun ステートメント

5120

すべてのコンテキスト全体で 5120

スタティック NAT ステートメ
ント

2048

すべてのコンテキスト全体で 2048

TFTP セッション、同時1

999,100

すべてのコンテキスト全体で 999,100

URL フィルタリング要求

すべてのコンテキスト全体で 200/ 秒、CPU 使
用率 50%

ユーザ認証セッション、同時

200/ 秒、CPU 使用
率 50%
51,200

ユーザ許可セッション、同時

153,600

すべてのコンテキスト全体で 153,600

各ユーザで最大 15
セッション

各ユーザで最大 15 セッション

ネットワーク アクセス許可用
にダウンロードされる ACE

すべてのコンテキスト全体で 51,200

1. FWSM Version 1.1 では、TFTP セッションの数は 1024 セッションに制限されていました。

ルールの制限
FWSM は、システム全体で固定数のルールをサポートしています。ここでは、次の内容について説明
します。
• 「デフォルトのルール割り当て」（P.A-7）
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• 「マルチ コンテキスト モードでのルール」（P.A-7）
• 「機能間のルールの再割り当て」（P.A-8）

デフォルトのルール割り当て
表 A-7 に、機能タイプごとのデフォルトのルール数を示します。

（注）

アクセス リストの中には、他のアクセス リストよりも多量のメモリを消費するものもあります。また、
アクセス リストのタイプによっては、システムでサポートできる実際の制限値が最大値よりも小さく
なります。ACE とメモリ使用率の詳細については、「ACE の最大数」（P.13-6）を参照してください。
表 A-7

デフォルトのルール割り当て

コンテキスト モード

12 プール1 のマルチ（パーティ
仕様

シングル

ションごとの最大数）

AAA ルール
ACE

8744

1345

100,567

14,801

624

96

3747

576

2498

384

2498

384

検査ルール

5621

1537

合計ルール

124,923

19,219

established コマンド

2

フィルタ ルール

ICMP、Telnet、SSH、および HTTP ルール
ポリシー NAT ACE

3

1. 12 以外のパーティションのデフォルト値を表示するには、show resource rule コマンドを使用します。
2. それぞれの established コマンドで制御ルールとデータ ルールが作成されるため、この値は「合計ルール」値で 2
倍になります。

3. この制限値はリリース 2.3 の値を下回っています。

マルチ コンテキスト モードでのルール
デフォルトで 12 個のメモリ パーティションを伴うマルチコンテキスト モードでは、各コンテキストで
表 A-7 に示された最大ルール数がサポートされます。所有しているコンテキストの数と設定したパー
ティションの数によって、コンテキストで実際にサポートされるルール数が異なる場合があります。コ
（P.4-12）を参照してく
ンテキスト間のメモリ配分の詳細については、
「メモリ パーティションの概要」
ださい。
パーティションの数を少なくすると、最大ルール数の再計算が実施されるため、最大ルール数が 12 個
のパーティションに利用できる合計システム数と一致しなくなる可能性があります。パーティションの
最大ルール数を表示するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show resource rule

次に、show resource rule コマンドの出力例を示します。この例では、12 個のパーティションでの
パーティション当たりの最大ルール数が 19219 と示されています（これは単なる例であり、実際に使
用しているシステムでのルール数とは異なります）。
hostname(config)# show resource rule

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

A-7

付録 A

仕様

ルールの制限

Default Configured Absolute
CLS Rule
Limit
Limit
Max
-----------+---------+----------+--------Policy NAT
384
384
833
ACL
14801
14801
14801
Filter
576
576
1152
Fixup
1537
1537
3074
Est Ctl
96
96
96
Est Data
96
96
96
AAA
1345
1345
2690
Console
384
384
768
-----------+---------+----------+--------Total
19219
19219
Partition Limit - Configured Limit = Available to allocate
19219
19219
=
0

機能間のルールの再割り当て
ある機能から別の機能にルールを割り当て直すことができます。

（注）

マルチコンテキスト モードでは、パーティションごとにルール割り当てを設定することもできます。
これにより、グローバル設定が無効になります。「特定のメモリ パーティションに対する機能間での
ルールの再割り当て」（P.4-19）を参照してください。

注意事項

注意

次のガイドラインに従わない場合、アクセス リスト コンフィギュレーションがドロップされたり、
ACL ツリー破壊などのその他の異常が発生したりする可能性があります。

• ターゲット パーティションおよびルール割り当て設定は、すべての既存のコンテキストおよび
ルールを適用できるように、事前に非実稼動環境で注意して計算、計画および可能であればテスト
してください。

• フェールオーバーが使用される場合、パーティション変更後に両方の FWSM が同時にリロードさ
れる必要があります。両方の FWSM をリロードすると、ゼロダウンタイムのリロードを回避でき
ず機能停止が発生します。パーティションまたはルール制限の数が異なる 2 つの FWSM はフェー
ルオーバーで同期化されることはありません。

手順の詳細
ルールを割り当て直す手順は、次のとおりです。
ステップ 1

利用可能な合計ルール数、デフォルト値、現在のルール割り当て、および機能ごとに割り当て可能な絶
対最大ルール数を表示するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show resource rule

マルチコンテキスト モードでは、システム実行スペースでこのコマンドを入力します。これにより、
パーティション当たりのルール数が表示されます。パーティションの詳細については、「メモリ パー
ティションの概要」（P.4-12）を参照してください。
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次に、show resource rule コマンドの出力例を示します。この例では、シングル モードでの最大ルー
ル数が 124923 と示されています（これは単なる例であり、実際に使用しているシステムでのルール数
とは異なります）。
hostname(config)# show resource rule
Default Configured Absolute
CLS Rule
Limit
Limit
Max
-----------+---------+----------+--------Policy NAT
2498
2498
10000
ACL
100567
100567
100567
Filter
3747
3747
7494
Fixup
5621
5621
10000
Est Ctl
624
624
624
Est Data
624
624
624
AAA
8744
8744
10000
Console
2498
2498
4996
-----------+---------+----------+--------Total
124923
124923
Partition Limit - Configured Limit = Available to allocate
124923
124923
=
0

ステップ 2

再割り当てを計画できるように、現在使用されているルール数を確認するには、次のいずれかのコマン
ドを入力します。

• シングルモードまたはコンテキスト内では、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show np 3 acl count 0

• マルチコンテキスト モードでは、システム実行スペースで次のコマンドを入力します。
hostname(config)# show np 3 acl count partition_number

次に、show np 3 acl count コマンドの出力例を示します。この例では、最大値 9216 に近い検査数
（フィックスアップ ルール）が示されています。検査にいくつかのアクセス リスト ルール（ACL ルー
ル）を割り当て直すことができます。
hostname(config)# show np 3 acl count 0
-------------- CLS Rule Current Counts -------------CLS Filter Rule Count
:
0
CLS Fixup Rule Count
:
9001
CLS Est Ctl Rule Count
:
4
CLS AAA Rule Count
:
15
CLS Est Data Rule Count
:
4
CLS Console Rule Count
:
16
CLS Policy NAT Rule Count
:
0
CLS ACL Rule Count
:
30500
CLS ACL Uncommitted Add
:
0
CLS ACL Uncommitted Del
:
0
...

（注）

established コマンドでは、コントロールとデータという 2 つのタイプのルールが作成されま
す。これらのタイプは両方とも表示されますが、両方のルールを割り当てるには、established
コマンドの数を設定します。これらのルールを別々に設定しないでください。
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ステップ 3

機能間でルールを割り当て直すには、次のコマンドを入力します（マルチコンテキスト モードでは、
システム実行スペースでコマンドを入力します）。1 つの機能の値を大きくした場合は、その分だけ 1
つまたは複数の機能の値を小さくする必要があります。これにより、合計ルール数がシステム制限を超
えなくなります。ステップ 1 を参照し、show resource rule コマンドを使用して許可された合計ルール
数を確認してください。
hostname(config)# resource rule nat {max_policy_nat_rules | current | default | max}
acl {max_ace_rules | current | default | max}
filter {max_filter_rules | current | default | max}
fixup {max_inspect_rules | current | default | max}
est {max_established_rules | current | default | max}
aaa {max_aaa_rules | current | default | max}
console {max_console_rules | current | default | max}

マルチコンテキスト モードでは、このコマンドにパーティションごとのルール割り当てを設定します。
このコマンドですべての引数を入力する必要があります。このコマンドはただちに有効になります。

nat max_nat_rules 引数には、ポリシー NAT ACE の最大数を 0 ～ 10000 の範囲内で設定します。
acl max_nat_rules 引数には、ACE の最大数を 0 ～ システム制限の範囲内で設定します。システム制限
は、シングルモードかマルチコンテキスト モードのいずれであるか、および設定したメモリ パーティ
ションの数によって異なります。シングルモードの場合、この値は 100567 になります。マルチコンテ
キスト モードの場合は、ステップ 1 を参照し、show resource rule コマンドを使用してください。
filter max_nat_rules 引数には、フィルタ ルールの最大数を 0 ～ 6000 の範囲内で設定します。
fixup max_nat_rules 引数には、検査ルールの最大数を 0 ～ 10000 の範囲内で設定します。
est max_nat_rules 引数には、established コマンドの最大数を 0 ～ 716 の範囲内で設定します。
established コマンドでは、コントロールとデータという 2 つのタイプのルールが作成されます。これ
らのタイプは両方とも show np 3 acl count と show resource rules で表示されますが、established コ
マンドの数と相互に関連している est キーワードを使用して両方のルールを設定します。設定済みの
ルールの合計数と show コマンドで示されたルールの合計数を比較する際には、ここで入力する値を必
ず 2 倍にしてください。
aaa max_nat_rules 引数には、AAA ルールの最大数を 0 ～ 10000 の範囲内で設定します。
console max_nat_rules 引数には、ICMP、Telnet、SSH、および HTTP ルールの最大数を 0 ～ 4000 の
範囲内で設定します。

current キーワードでは、現在設定されている値が保持されます。
default キーワードでは、ルールの最大数をデフォルトに設定します。
max キーワードでは、ルールを機能で許可されている最大数に設定します。他の機能はこの値に合わ
せて低く設定してください。

たとえば、シングルモードの ACE（デフォルト値 74,188）から検査（デフォルト値 4147）に 1000 個
のルールを割り当て直す場合は、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# resource rule nat default acl 73188 filter default fixup 5157 est
default aaa default console default

12 個のパーティションを伴うマルチコンテキスト モードで、100 個の ACE（デフォルト値 10,633）
を検査（デフォルト値 1417）に割り当て直し、さらに 1 個の確立済みルールを除くすべてのルール
（デフォルト値 70）をフィルタ（デフォルト値 425 ）に割り当て直す場合は、次のコマンドを入力しま
す。
hostname(config)# resource rule nat default acl 10533 filter 494 fixup 1517 est 1 aaa
default console default
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設定例
この付録では、FWSM の一般的な導入例を、図を示しながら説明します。内容は次のとおりです。

• 「ルーテッド モードのコンフィギュレーション例」（P.B-1）
• 「トランスペアレント モードでの設定例」（P.B-15）
• 「フェールオーバーの設定例」（P.B-19）

ルーテッド モードのコンフィギュレーション例
ここでは、次の内容について説明します。

• 「例 1：外部からアクセスのあるマルチモード ファイアウォール」（P.B-1）
• 「例 2：同じセキュリティ レベルを使用するシングルモード ファイアウォールの例」（P.B-6）
• 「例 3：マルチコンテキストの共有リソースの例」（P.B-9）
• 「例 4：IPv6 の設定例」（P.B-13）

例 1：外部からアクセスのあるマルチモード ファイアウォール
次の構成では、それぞれ内部インターフェイスと外部インターフェイスを持つ 3 つのセキュリティ コ
ンテキストと管理コンテキストを作成します。カスタマー C（customerC）コンテキストには、サービ
ス プロバイダー側に HTTP フィルタリング用の Websense サーバが設置された DMZ インターフェイス
が含まれています（図 B-1 を参照）。
内部ホストはダイナミック NAT または PAT を使用して外部インターフェイスを通してインターネット
にアクセスできますが、外部ホストから内部へのアクセスはできません。
カスタマー A（customerA）コンテキストには、内部ルータの後ろに 2 つめのネットワークがありま
す。
管理コンテキストでは、1 つのホストから FWSM への SSH セッションを許可しています。
各カスタマー コンテキストは、リソースが制限されたクラス（ゴールド、シルバー、またはブロンズ）
に属しています。
インターフェイスを固有にする場合、コンテキスト間で同じ内部 IP アドレスを共有できますが、個別
の IP アドレスを設定する方が管理は簡単です。
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図 B-1
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この構成の詳細については、次の項目を参照してください。

• 「システム コンフィギュレーション（例 1）」（P.B-2）
• 「管理コンテキスト コンフィギュレーション（例 1）」（P.B-3）
• 「カスタマー A のコンテキスト コンフィギュレーション（例 1）」（P.B-4）
• 「カスタマー B のコンテキスト コンフィギュレーション（例 1）」（P.B-4）
• 「カスタマー C のコンテキスト コンフィギュレーション（例 1）」（P.B-5）
• 「スイッチの設定（例 1）」（P.B-6）

システム コンフィギュレーション（例 1）
まず、mode multiple コマンドを使用して、マルチコンテキスト モードをイネーブルにします。次に、
複数のコンテキストを使用できるように、アクティベーション キーを入力します。モードおよびアク
ティベーション キーは、再起動後も保持されますが、コンフィギュレーション ファイルには保存され
ません。write terminal、show startup-config、または show running-config コマンドを使用して
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FWSM 上で設定を表示すると、FWSM のリリースの次にモードが表示されます（ブランクはシングル
モード、<system> はマルチモードのシステム コンフィギュレーション、<context> はマルチモードの
コンテキストを意味します）。
hostname Farscape
password passw0rd
enable password chr1cht0n
admin-context admin
interface vlan 3
interface vlan 4
interface vlan 5
interface vlan 6
interface vlan 7
interface vlan 8
context admin
allocate-interface vlan3
allocate-interface vlan4
config-url disk://admin.cfg
member default
context customerA
description This is the context for customer A
allocate-interface vlan3
allocate-interface vlan5
config-url disk://contexta.cfg
member gold
context customerB
description This is the context for customer B
allocate-interface vlan3
allocate-interface vlan6
config-url disk://contextb.cfg
member silver
context customerC
description This is the context for customer C
allocate-interface vlan3
allocate-interface vlan7-vlan8
config-url disk://contextc.cfg
member bronze
class gold
limit-resource all 7%
limit-resource rate conns 2000
limit-resource conns 20000
class silver
limit-resource all 5%
limit-resource rate conns 1000
limit-resource conns 10000
class bronze
limit-resource all 3%
limit-resource rate conns 500
limit-resource conns 5000

管理コンテキスト コンフィギュレーション（例 1）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。

10.1.1.75 のホストは、SSH を使用してコンテキストにアクセスできます。それには、crypto key
generate コマンドを使用してキーを生成する必要があります。証明書は、フラッシュ メモリに保存さ
れます。
interface vlan 3
nameif outside
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security-level 0
ip address 209.165.201.2 255.255.255.224
interface vlan 4
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
passwd secret1969
enable password h1andl0
route outside 0 0 209.165.201.1 1
ssh 10.1.1.75 255.255.255.255 inside
nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
! This context uses dynamic NAT for inside users that access the outside
global (outside) 1 209.165.201.10-209.165.201.29
! The host at 10.1.1.75 has access to the Websense server in Customer C, and
! it needs a static translation for use in Customer C’s access list
static (inside,outside) 209.165.201.30 10.1.1.75 netmask 255.255.255.255
access-list INTERNET remark -Allows inside hosts to access the outside for any IP traffic
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside

カスタマー A のコンテキスト コンフィギュレーション（例 1）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 3
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.3 255.255.255.224
interface vlan 5
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
passwd hell0!
enable password enter55
route outside 0 0 209.165.201.1 1
! The Customer A context has a second network behind an inside router that
! static route. All other traffic is handled by the default route pointing
route inside 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.2.2 1
nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
! This context uses dynamic PAT for inside users that access that outside.
! interface address is used for the PAT address
global (outside) 1 interface
access-list INTERNET remark -Allows inside hosts to access the outside for
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside

requires a
to the router.

The outside

any IP traffic

カスタマー B のコンテキスト コンフィギュレーション（例 1）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 3
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.4 255.255.255.224
interface vlan 6
nameif inside
security-level 100
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ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
passwd tenac10us
enable password defen$e
route outside 0 0 209.165.201.1 1
nat (inside) 1 10.1.3.0 255.255.255.0
! This context uses dynamic PAT for inside users that access the outside
global (outside) 1 209.165.201.9 netmask 255.255.255.255
access-list INTERNET remark Inside users only access HTTP and HTTPS servers on the outside
access-list INTERNET extended permit tcp any any eq http
access-list INTERNET extended permit tcp any any eq https
access-group INTERNET in interface inside

カスタマー C のコンテキスト コンフィギュレーション（例 1）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 3
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.5 255.255.255.224
interface vlan 7
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
interface vlan 8
nameif dmz
security-level 50
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
passwd fl0wer
enable password treeh0u$e
route outside 0 0 209.165.201.1 1
url-server (dmz) vendor websense host 192.168.2.2 url-block block 50
url-cache dst 128
filter url http 10.1.4.0 255.255.255.0 0 0
! When inside users access an HTTP server, FWSM consults with a
! Websense server to determine if the traffic is allowed
nat (inside) 1 10.1.4.0 255.255.255.0
! This context uses dynamic NAT for inside users that access the outside
global (outside) 1 209.165.201.9 netmask 255.255.255.255
! A host on the admin context requires access to the Websense server for management using
! pcAnywhere, so the Websense server uses a static translation for its private address
static (dmz,outside) 209.165.201.6 192.168.2.2 netmask 255.255.255.255
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside for any IP
access-list INTERNET remark -traffic, but denies them access to the dmz.
access-list INTERNET extended deny ip any 192.168.2.0 255.255.255.0
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list MANAGE remark -Allows the management host to use pcAnywhere on the
access-list MANAGE remark -Websense server
access-list MANAGE extended permit tcp host 209.165.201.30 host 209.165.201.6 eq
pcanywhere-data
access-list MANAGE extended permit udp host 209.165.201.30 host 209.165.201.6 eq
pcanywhere-status
access-group MANAGE in interface outside
access-list WEBSENSE remark -The Websense server needs to access the Websense updater
access-list WEBSENSE remark -server on the outside
access-list WEBSENSE extended permit tcp host 192.168.2.2 any eq http
access-group WEBSENSE in interface dmz
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スイッチの設定（例 1）
次に、FWSM に関連する Cisco IOS スイッチの設定を示します。
...
firewall module 8 vlan-group 1
firewall vlan-group 1 3-8
interface vlan 3
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
no shutdown
...

例 2：同じセキュリティ レベルを使用するシングルモード ファイアウォー
ルの例
次の構成では、3 つの内部インターフェイスを作成します。インターフェイスのうちの 2 つは同じセ
キュリティ レベルの部門に接続します。DMZ インターフェイスは Syslog サーバのホスティングを行
います。外部の管理ホストは、Syslog サーバと FWSM にアクセスする必要があります。FWSM との
接続のため、ホストは VPN 接続を使用します。FWSM は、ルートの学習のために、内部インターフェ
イスの RIP を使用します。FWSM は RIP で学習したルートをアドバタイズしないので、アップスト
リーム ルータは FWSM トラフィックにスタティック ルートを使用する必要があります（図 B-2 を参
照）。
各部門のネットワークはインターネットへのアクセスを許可され、PAT を使用します。
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VLAN 9

この構成の詳細については、次の項目を参照してください。

• 「FWSM の設定（例 2）」（P.B-7）
• 「スイッチの設定（例 2）」（P.B-8）

FWSM の設定（例 2）
interface vlan 3
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.3 255.255.255.224
interface vlan 4
nameif dept2
security-level 100
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
interface vlan 5
nameif dept1
security-level 100
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
interface vlan 10
nameif dmz
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security-level 50
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
passwd g00fba11
enable password gen1u$
hostname Buster
same-security-traffic permit inter-interface
route outside 0 0 209.165.201.1 1
nat (dept1) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
nat (dept2) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
! The dept1 and dept2 networks use PAT when accessing the outside
global (outside) 1 209.165.201.9 netmask 255.255.255.255
! Because we perform dynamic NAT on these addresses for outside access, we need to perform
! NAT on them for all other interface access. This identity static statement just
! translates the local address to the same address.
static (dept1,dept2) 10.1.1.0 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0
static (dept2,dept1) 10.1.2.0 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0
! The syslog server uses a static translation so the outside management host can access
! the server
static (dmz,outside) 209.165.201.5 192.168.2.2 netmask 255.255.255.255
access-list DEPTS remark -Allows all dept1 and dept2 hosts to access the
access-list DEPTS remark -outside for any IP traffic
access-list DEPTS extended permit ip any any
access-group DEPTS in interface dept1
access-group DEPTS in interface dept2
access-list MANAGE remark Allows the management host to access the syslog server
access-list MANAGE extended permit tcp host 209.165.200.225 host 209.165.201.5 eq telnet
access-group MANAGE in interface outside
! Advertises the FWSM IP address as the default gateway for the downstream
! router. FWSM does not advertise a default route to the router.
rip dept2 default version 2 authentication md5 scorpius 1
! Listens for RIP updates from the downstream router. FWSM does not
! listen for RIP updates from the router because a default route to the router is all that
! is required.
rip dept2 passive version 2 authentication md5 scorpius 1
! The client uses a pre-shared key to connect to the FWSM over IPSec. The
! key is the password in the username command following.
isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption 3des
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 hash sha
isakmp enable outside
crypto ipsec transform-set vpn_client esp-3des esp-sha-hmac
username admin password passw0rd
crypto ipsec transform-set vpn esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map vpn_client 1 set transform-set vpn
crypto map telnet_tunnel 1 ipsec-isakmp dynamic vpn_client
crypto map telnet_tunnel interface outside
ip local pool client_pool 10.1.1.2
access-list VPN_SPLIT extended permit ip host 209.165.201.3 host 10.1.1.2
telnet 10.1.1.2 255.255.255.255 outside
telnet timeout 30
logging trap 5
! System log messages are sent to the syslog server on the DMZ network
logging host dmz 192.168.2.2
logging enable

スイッチの設定（例 2）
次に、FWSM に関連するスイッチの設定を示します。
interface vlan 3
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
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no shutdown
...

例 3：マルチコンテキストの共有リソースの例
次の構成には、1 つの企業内の複数部門用のマルチコンテキストが含まれます。各部門が独自のセキュ
リティ ポリシーを使用できるように、各部門に独自のセキュリティ コンテキストを設定します。ただ
し、Syslog サーバ、メール サーバ、および AAA（認証、許可、アカウンティング）サーバは、すべて
の部門で共有します。これらのサーバは、共有インターフェイス上に置かれます（図 B-3 を参照）。
部門 1 には、AAA サーバによって認証された外部ユーザがアクセスできる Web サーバがあります。
図 B-3
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この構成の詳細については、次の項目を参照してください。

• 「システム コンフィギュレーション（例 3）」（P.B-10）
• 「管理コンテキスト コンフィギュレーション（例 3）」（P.B-10）
• 「部門 1 のコンテキスト コンフィギュレーション（例 3）」（P.B-11）
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• 「部門 2 のコンテキスト コンフィギュレーション（例 3）」（P.B-12）
• 「スイッチの設定（例 3）」（P.B-13）

システム コンフィギュレーション（例 3）
まず、mode multiple コマンドを使用して、マルチコンテキスト モードをイネーブルにします。次に、
複数のコンテキストを使用できるように、activation-key コマンドを使用してアクティベーション
キーを入力します。モードおよびアクティベーション キーは、再起動後も保持されますが、コンフィ
ギュレーション ファイルには保存されません。write terminal、show startup-config、または show
running-config コマンドを使用して FWSM 上で設定を表示すると、FWSM のリリースの次にモード
が表示されます（ブランクはシングルモード、<system> はマルチモードのシステム コンフィギュレー
ション、<context> はマルチモードのコンテキストを意味します）。
hostname Ubik
password pkd55
enable password deckard69
interface vlan 200
interface vlan 201
interface vlan 202
interface vlan 203
interface vlan 300
admin-context admin
context admin
allocate-interface vlan200
allocate-interface vlan201
allocate-interface vlan300
config-url disk0://admin.cfg
context department1
allocate-interface vlan200
allocate-interface vlan202
allocate-interface vlan300
config-url ftp://admin:passw0rd@10.1.0.16/dept1.cfg
context department2
allocate-interface vlan200
allocate-interface vlan203
allocate-interface vlan300
config-url ftp://admin:passw0rd@10.1.0.16/dept2.cfg

管理コンテキスト コンフィギュレーション（例 3）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 200
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.3 255.255.255.224
interface vlan 201
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
interface vlan 300
nameif shared
security-level 50
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
passwd v00d00
enable password d011
route outside 0 0 209.165.201.2 1
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nat (inside) 1 10.1.0.0 255.255.255.0
! This context uses PAT for inside users that access the outside
global (outside) 1 209.165.201.6 netmask 255.255.255.255
! This context uses PAT for inside users that access the shared network
global (shared) 1 10.1.1.30
! Because this host can access the web server in the Department 1 context, it requires a
! static translation
static (inside,outside) 209.165.201.7 10.1.0.15 netmask 255.255.255.255
! Because this host has management access to the servers on the Shared interface, it
! requires a static translation to be used in an access list
static (inside,shared) 10.1.1.78 10.1.0.15 netmask 255.255.255.255
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside
access-list INTERNET remark -and shared network for any IP traffic
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list SHARED remark -Allows only mail traffic from inside to exit shared interface
access-list SHARED remark -but allows the admin host to access any server.
access-list SHARED extended permit ip host 10.1.1.78 any
access-list SHARED extended permit tcp host 10.1.1.30 host 10.1.1.7 eq smtp
! Note that the translated addresses are used.
access-group SHARED out interface shared
! Allows 10.1.0.15 to access the admin context using Telnet. From the admin context, you
! can access all other contexts.
telnet 10.1.0.15 255.255.255.255 inside
aaa-server AAA-SERVER protocol tacacs+
aaa-server AAA-SERVER (shared) host 10.1.1.6
key TheUauthKey
server-port 16
! The host at 10.1.0.15 must authenticate with the AAA server to log in
aaa authentication telnet console AAA-SERVER
logging trap 6
! System log messages are sent to the syslog server on the Shared network
logging host shared 10.1.1.8
logging on

部門 1 のコンテキスト コンフィギュレーション（例 3）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 200
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.4 255.255.255.224
interface vlan 202
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
interface vlan 300
nameif shared
security-level 50
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
passwd cugel
enable password rhialto
nat (inside) 1 10.1.2.0 255.255.255.0
! The inside network uses PAT when accessing the outside
global (outside) 1 209.165.201.8 netmask 255.255.255.255
! The inside network uses dynamic NAT when accessing the shared network
global (shared) 1 10.1.1.31-10.1.1.37
! The web server can be accessed from outside and requires a static translation
static (inside,outside) 209.165.201.9 10.1.2.3 netmask 255.255.255.255
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access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside
access-list INTERNET remark -and shared network for any IP traffic
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list WEBSERVER remark -Allows the management host (its translated address) on the
access-list WEBSERVER remark -admin context to access the web server for management
access-list WEBSERVER remark -it can use any IP protocol
access-list WEBSERVER extended permit ip host 209.165.201.7 host 209.165.201.9
access-list WEBSERVER remark -Allows any outside address to access the web server
access-list WEBSERVER extended permit tcp any eq http host 209.165.201.9 eq http
access-group WEBSERVER in interface outside
access-list MAIL remark -Allows only mail traffic from inside to exit out the shared int
! Note that the translated addresses are used.
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.31 eq smtp host 10.1.1.7 eq smtp
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.32 eq smtp host 10.1.1.7 eq smtp
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.33 eq smtp host 10.1.1.7 eq smtp
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.34 eq smtp host 10.1.1.7 eq smtp
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.35 eq smtp host 10.1.1.7 eq smtp
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.36 eq smtp host 10.1.1.7 eq smtp
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.37 eq smtp host 10.1.1.7 eq smtp
access-group MAIL out interface shared
aaa-server AAA-SERVER protocol tacacs+
aaa-server AAA-SERVER (shared) host 10.1.1.6
key TheUauthKey
server-port 16
! All traffic matching the WEBSERVER access list must authenticate with the AAA server
aaa authentication match WEBSERVER outside AAA-SERVER
logging trap 4
! System log messages are sent to the syslog server on the Shared network
logging host shared 10.1.1.8
logging on

部門 2 のコンテキスト コンフィギュレーション（例 3）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 200
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.5 255.255.255.224
interface vlan 203
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
interface vlan 300
nameif shared
security-level 50
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
passwd maz1r1an
enable password ly0ne$$e
route outside 0 0 209.165.201.2 1
nat (inside) 1 10.1.3.0 255.255.255.0
! The inside network uses PAT when accessing the outside
global (outside) 1 209.165.201.10 netmask 255.255.255.255
! The inside network uses PAT when accessing the shared network
global (shared) 1 10.1.1.38
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside
access-list INTERNET remark -and shared network for any IP traffic
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
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access-list MAIL remark -Allows only mail traffic from inside to exit out the shared int
access-list MAIL extended permit tcp host 10.1.1.38 host 10.1.1.7 eq smtp
! Note that the translated PAT address is used.
access-group MAIL out interface shared
logging trap 3
! System log messages are sent to the syslog server on the Shared network
logging host shared 10.1.1.8
logging on

スイッチの設定（例 3）
次に、FWSM に関連する Cisco IOS スイッチの設定を示します。
...
firewall module 6 vlan-group 1
firewall vlan-group 1 200-203,300
interface vlan 200
ip address 209.165.201.2 255.255.255.224
no shutdown
...

例 4：IPv6 の設定例
次の構成（図 B-4 を参照）は、FWSM 上で設定された IPv6 のいくつかの機能を示しています。

• 各インターフェイスは、IPv6 アドレスと IPv4 アドレスの両方で設定されます。
• IPv6 のデフォルト ルートは ipv6 route コマンドで設定されます。
• IPv6 のアクセス リストは外部インターフェイスに適用されます。
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図 B-4

例 4：IPv4 と IPv6 のデュアル スタック構成
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password pkd
enable password happy
hostname ubik
interface vlan 100
nameif outside
security-level 0
ip address 10.142.10.100 255.255.255.0
ipv6 address 2001:400:3:1::100/64
ipv6 nd suppress-ra
interface vlan 101
nameif inside
security-level 100
ip address 10.140.10.100 255.255.255.0
ipv6 address 2001:400:1:1::100/64
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.142.10.1 1
access-list INTERNET remark -Allows all inside IPv4 hosts to access the outside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
ipv6 route outside ::/0 2001:400:3:1::1
ipv6 access-list IPV6INTERNET permit ip any any
access-group IPV6INTERNET in interface inside
ipv6 access-list OUTACL permit icmp6 2001:400:2:1::/64 2001:400:1:1::/64
ipv6 access-list OUTACL permit tcp 2001:400:2:1::/64 2001:400:1:1::/64 eq telnet
ipv6 access-list OUTACL permit tcp 2001:400:2:1::/64 2001:400:1:1::/64 eq ftp
ipv6 access-list OUTACL permit tcp 2001:400:2:1::/64 2001:400:1:1::/64 eq www
access-group OUTACL in interface outside
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トランスペアレント モードでの設定例
ここでは、次の内容について説明します。

• 「例 5：外部からアクセスのあるマルチモードのトランスペアレント ファイアウォールの例」
（P.B-15）

例 5：外部からアクセスのあるマルチモードのトランスペアレント ファイ
アウォールの例
次の構成では、3 つのセキュリティ コンテキストと管理コンテキストを作成します。各コンテキスト
で、内部ルータと外部ルータ間で転送される OSPF トラフィックを許可します（図 B-5 を参照）。
また、トランスペアレント ファイアウォールは DHCP リレー機能をサポートしていないため、DHCP
パケットはトランスペアレント ファイアウォールを通過します。
内部ホストからは外部のインターネットにアクセスできますが、外部ホストは内部にアクセスできませ
ん。
管理コンテキストでは、1 つのホストから FWSM への SSH セッションを許可しています。アップスト
リームおよびダウンストリーム ルータの IP スプーフィングを防止するため、ARP 検査も使用します。
各カスタマー コンテキストは、リソースが制限されたクラス（ゴールド、シルバー、またはブロンズ）
に属しています。
コンテキスト間で同じ内部 IP アドレスを共有できますが、個別の IP アドレスを設定する方が管理は簡
単です。
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図 B-5
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この構成の詳細については、次の項目を参照してください。

• 「システム コンフィギュレーション（例 5）」（P.B-16）
• 「管理コンテキスト コンフィギュレーション（例 5）」（P.B-17）
• 「カスタマー A のコンテキスト コンフィギュレーション（例 5）」（P.B-18）
• 「カスタマー B のコンテキスト コンフィギュレーション（例 5）」（P.B-18）
• 「カスタマー C のコンテキスト コンフィギュレーション（例 5）」（P.B-19）

システム コンフィギュレーション（例 5）
まず、mode multiple コマンドを使用して、マルチコンテキスト モードをイネーブルにします。モー
ドは、再起動後も保持されますが、コンフィギュレーション ファイルには保存されません。write
terminal、show startup-config、または show running-config コマンドを使用して FWSM 上で設定
を表示すると、FWSM のリリースの次にモードが表示されます（ブランクはシングルモード、
<system> はマルチモードのシステム コンフィギュレーション、<context> はマルチモードのコンテキ
ストを意味します）。
hostname Farscape
password passw0rd
enable password chr1cht0n
interface vlan 4
interface vlan 5
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interface vlan 6
interface vlan 7
interface vlan 150
interface vlan 151
interface vlan 152
interface vlan 153
admin-context admin
context admin
allocate-interface vlan150
allocate-interface vlan4
config-url disk://admin.cfg
member default
context customerA
description This is the context for customer A
allocate-interface vlan151
allocate-interface vlan5
config-url disk://contexta.cfg
member gold
context customerB
description This is the context for customer B
allocate-interface vlan152
allocate-interface vlan6
config-url disk://contextb.cfg
member silver
context customerC
description This is the context for customer C
allocate-interface vlan153
allocate-interface vlan7
config-url disk://contextc.cfg
member bronze
class gold
limit-resource all 7%
limit-resource rate conns 2000
limit-resource conns 20000
class silver
limit-resource all 5%
limit-resource rate conns 1000
limit-resource conns 10000
class bronze
limit-resource all 3%
limit-resource rate conns 500
limit-resource conns 5000

管理コンテキスト コンフィギュレーション（例 5）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。

10.1.1.75 のホストは、SSH を使用してコンテキストにアクセスできます。それには、crypto key
generate コマンドを使用してキー のペアを生成する必要があります。
firewall transparent
passwd secret1969
enable password h1andl0
interface vlan 150
nameif outside
security-level 0
bridge-group 1
interface vlan 4
nameif inside
security-level 100
bridge-group 1
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interface bvi 1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
route outside 0 0 10.1.1.2 1
ssh 10.1.1.75 255.255.255.255 inside
arp outside 10.1.1.2 0009.7cbe.2100
arp inside 10.1.1.3 0009.7cbe.1000
arp-inspection inside enable flood
arp-inspection outside enable flood
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list RETURN remark -Allows OSPF back
access-list RETURN extended permit 89 any any
access-list RETURN remark -Allows DHCP back
access-list RETURN extended permit udp any any eq 68
access-group RETURN in interface outside

カスタマー A のコンテキスト コンフィギュレーション（例 5）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
firewall transparent
passwd hell0!
enable password enter55
interface vlan 151
nameif outside
security-level 0
bridge-group 45
interface vlan 5
nameif inside
security-level 100
bridge-group 45
interface bvi 45
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
route outside 0 0 10.1.2.2 1
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list RETURN remark -Allows OSPF back
access-list RETURN extended permit 89 any any
access-list RETURN remark -Allows DHCP back
access-list RETURN extended permit udp any any eq 68
access-group RETURN in interface outside

カスタマー B のコンテキスト コンフィギュレーション（例 5）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
firewall transparent
passwd tenac10us
enable password defen$e
interface vlan 152
nameif outside
security-level 0
bridge-group 1
interface vlan 6
nameif inside
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security-level 100
bridge-group 1
interface bvi 1
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
route outside 0 0 10.1.3.2 1
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list RETURN remark -Allows OSPF back
access-list RETURN extended permit 89 any any
access-list RETURN remark -Allows DHCP back
access-list RETURN extended permit udp any any eq 68
access-group RETURN in interface outside

カスタマー C のコンテキスト コンフィギュレーション（例 5）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
firewall transparent
passwd fl0wer
enable password treeh0u$e
interface vlan 153
nameif outside
security-level 0
bridge-group 100
interface vlan 7
nameif inside
security-level 100
bridge-group 100
interface bvi 100
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
route outside 0 0 10.1.4.2 1
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list RETURN remark -Allows OSPF back
access-list RETURN extended permit 89 any any
access-list RETURN remark -Allows DHCP back
access-list RETURN extended permit udp any any eq 68
access-group RETURN in interface outside

フェールオーバーの設定例
ここでは、次の内容について説明します。

• 「例 6：ルーテッド モードのフェールオーバー」（P.B-20）
• 「例 7：トランスペアレント モードのフェールオーバー」（P.B-24）
• 「例 8：非対称ルーティング サポートを使用したアクティブ / アクティブのフェールオーバー」
（P.B-28）
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例 6：ルーテッド モードのフェールオーバー
次の構成では、1 台のスイッチにルーテッド モードの各コンテキストを持つマルチコンテキスト モー
ドの FWSM、および 2 台めのスイッチでバックアップとして動作する別の FWSM を示しています
（図 B-6 を参照）。各コンテキスト（A、B、および C）は内部インターフェイスをモニタします。管理
コンテキストであるコンテキスト A は、外部インターフェイスもモニタします。外部インターフェイ
スはすべてのコンテキストの共有インターフェイスなので、1 つのコンテキストでモニタするだけで、
すべてのコンテキストをモニタできます。
プライマリ FWSM は、failover preempt コマンドを使用して設定します。これにより、セカンダリ ユ
ニットがアクティブ ステートである場合にも、プライマリ FWSM は起動時にアクティブ ユニットに
なります。セカンダリ FWSM もマルチコンテキスト モードで、ソフトウェア リリースも同じです。
図 B-6
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この構成の詳細については、次の項目を参照してください。

• 「プライマリ FWSM の設定（例 6）」（P.B-21）
• 「セカンダリ FWSM のシステム コンフィギュレーション（例 6）」（P.B-23）
• 「スイッチの設定（例 6）」（P.B-23）

B-20

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

付録 B

設定例
フェールオーバーの設定例

プライマリ FWSM の設定（例 6）
次の項目はすべて、プライマリ FWSM のコンフィギュレーションです。

• 「システム コンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）」（P.B-21）
• 「コンテキスト A のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）」（P.B-22）
• 「コンテキスト B のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）」（P.B-22）
• 「コンテキスト C のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）」（P.B-22）
システム コンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）
まず、mode multiple コマンドを使用して、マルチコンテキスト モードをイネーブルにします。次に、
複数のコンテキストを使用できるように、activation-key コマンドを使用してアクティベーション
キーを入力します。モードおよびアクティベーション キーは、再起動後も保持されますが、コンフィ
ギュレーション ファイルには保存されません。write terminal、show startup、または show running
コマンドを使用して FWSM 上で設定を表示すると、FWSM のリリースの次にモードが表示されます
（ブランクはシングルモード、<system> はマルチモードのシステム コンフィギュレーション、
<context> はマルチモードのコンテキストを意味します）。
hostname primary
enable password farscape
password crichton
!The vlan 10 and 11 interfaces are created when you enter the failover lan interface and
failover link commands.
interface vlan 10
description LAN Failover interface
interface vlan 11
description STATE Failover interface
interface vlan 200
interface vlan 201
interface vlan 202
interface vlan 203
failover lan interface faillink vlan 10
failover link statelink vlan 11
failover lan unit primary
failover preempt 5
failover interface ip faillink 192.168.253.1 255.255.255.252 standby 192.168.253.2
failover interface ip statelink 192.168.253.5 255.255.255.252 standby 192.168.253.6
failover interface-policy 50%
failover replication http
failover
admin-context contexta
context contexta
allocate-interface vlan200
allocate-interface vlan201
config-url disk://contexta.cfg
context contextb
allocate-interface vlan200
allocate-interface vlan202
config-url ftp://admin:passw0rd@10.0.3.16/contextb.cfg
context contextc
allocate-interface vlan200
allocate-interface vlan203
config-url ftp://admin:passw0rd@10.0.3.16/contextc.cfg
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コンテキスト A のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 200
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.2 255.255.255.224 standby 209.165.201.6
interface vlan 201
nameif inside
security-level 100
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0 standby 10.0.3.2
passwd secret1969
enable password h1andl0
monitor-interface inside
monitor-interface outside
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
global (outside) 1 209.165.201.10 netmask 255.255.255.224
! This context uses dynamic PAT for inside users that access the outside
route outside 0 0 209.165.201.5 1
telnet 10.0.3.75 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
! Allows all inside hosts to access the outside for any IP traffic

コンテキスト B のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 200
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.4 255.255.255.224 standby 209.165.201.8
interface vlan 202
nameif inside
security-level 100
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 standby 10.0.2.2
passwd secret1978
enable password 7samura1
monitor-interface inside
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
global (outside) 1 209.165.201.11 netmask 255.255.255.224
! This context uses dynamic PAT for inside users that access the outside
route outside 0 0 209.165.201.5 1
telnet 10.0.2.14 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
! Allows all inside hosts to access the outside for any IP traffic

コンテキスト C のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 6）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 200
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.3 255.255.255.224 standby 209.165.201.7
interface vlan 203
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nameif inside
security-level 100
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 standby 10.0.1.2
passwd secret0997
enable password strayd0g
monitor-interface inside
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
global (outside) 1 209.165.201.12 netmask 255.255.255.224
! This context uses dynamic PAT for inside users that access the outside
route outside 0 0 209.165.201.5 1
telnet 10.0.1.65 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
! Allows all inside hosts to access the outside for any IP traffic

セカンダリ FWSM のシステム コンフィギュレーション（例 6）
次の最小限のシステム コンフィギュレーションを行うだけで、コンテキストを設定する必要はありま
せん。
まず、mode multiple コマンドを使用して、マルチコンテキスト モードをイネーブルにします。次に、
複数のコンテキストを使用できるように、activation-key コマンドを使用してアクティベーション
キーを入力します。モードおよびアクティベーション キーは、再起動後も保持されますが、コンフィ
ギュレーション ファイルには保存されません。write terminal、show startup、または show running
コマンドを使用して FWSM 上で設定を表示すると、FWSM のリリース ラインの次にモードが表示さ
れます（ブランクはシングルモード、<system> はマルチモードのシステム コンフィギュレーション、
<context> はマルチモードのコンテキストを意味します）。
failover lan interface faillink vlan 10
failover interface ip faillink 192.168.253.1 255.255.255.252 standby 192.168.253.2
failover lan unit secondary
failover

スイッチの設定（例 6）
次に、FWSM に関連する両方のスイッチ上の Cisco IOS スイッチの設定を示します。スイッチの冗長
設定の詳細については、スイッチのマニュアルを参照してください。
...
firewall module 1 vlan-group 1
firewall vlan-group 1 10,11,200-203
interface vlan 200
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
standby 200 ip 209.165.201.5
standby 200 priority 110
standby 200 preempt
standby 200 timers 5 15
standby 200 authentication Secret
no shutdown
interface range gigabitethernet 2/1-3
channel-group 2 mode on
switchport trunk encapsulation dot1q
no shutdown
...
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例 7：トランスペアレント モードのフェールオーバー
次の構成では、1 台のスイッチにトランスペアレント モードのコンテキストを持つマルチコンテキスト
モードの FWSM、および 2 台めのスイッチでバックアップとして動作する別の FWSM を示しています
（図 B-6 を参照）。各コンテキスト（A、B、および C）は、内部インターフェイスと外部インターフェ
イスをモニタします。
セカンダリ FWSM もマルチコンテキスト モードで、ソフトウェア リリースも同じです。
図 B-7
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この構成の詳細については、次の項目を参照してください。

• 「プライマリ FWSM の設定（例 7）」（P.B-24）
• 「セカンダリ FWSM のシステム コンフィギュレーション（例 7）」（P.B-27）
• 「スイッチの設定（例 7）」（P.B-27）

プライマリ FWSM の設定（例 7）
次の項目はすべて、プライマリ FWSM のコンフィギュレーションです。

• 「システム コンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）」（P.B-25）
• 「コンテキスト A のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）」（P.B-25）
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• 「コンテキスト B のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）」（P.B-26）
• 「コンテキスト C のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）」（P.B-26）
システム コンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）
まず、mode multiple コマンドを使用して、マルチコンテキスト モードをイネーブルにします。次に、
複数のコンテキストを使用できるように、activation-key コマンドを使用してアクティベーション
キーを入力します。モードおよびアクティベーション キーは、再起動後も保持されますが、コンフィ
ギュレーション ファイルには保存されません。write terminal、show startup、または show running
コマンドを使用して FWSM 上で設定を表示すると、FWSM のリリースの次にモードが表示されます
（ブランクはシングルモード、<system> はマルチモードのシステム コンフィギュレーション、
<context> はマルチモードのコンテキストを意味します）。
hostname primary
enable password farscape
password crichton
interface vlan 4
interface vlan 5
interface vlan 6
!The vlan 10 and 11 interfaces are created when you enter the failover lan interface and
failover link commands.
interface vlan 10
description LAN Failover interface
interface vlan 11
description STATE Failover interface
interface vlan 200
interface vlan 201
interface vlan 202
failover lan interface faillink vlan 10
failover link statelink vlan 11
failover lan unit primary
failover interface ip faillink 192.168.253.1 255.255.255.252 standby 192.168.253.2
failover interface ip statelink 192.168.253.5 255.255.255.252 standby 192.168.253.6
failover interface-policy 1
failover replication http
failover
admin-context contexta
context contexta
allocate-interface vlan200
allocate-interface vlan4
config-url disk://contexta.cfg
context contextb
allocate-interface vlan201
allocate-interface vlan5
config-url ftp://admin:passw0rd@10.0.3.16/contextb.cfg
context contextc
allocate-interface vlan202
allocate-interface vlan6
config-url ftp://admin:passw0rd@10.0.3.16/contextc.cfg

コンテキスト A のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
firewall transparent
passwd secret1969
enable password h1andl0
interface vlan 200
nameif outside
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security-level 0
bridge-group 56
interface vlan 4
nameif inside
security-level 100
bridge-group 56
interface bvi 56
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0 standby 10.0.3.2
monitor-interface inside
monitor-interface outside
route outside 0 0 10.0.3.4 1
telnet 10.0.3.75 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside for
access-list INTERNET remark -any IP traffic
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list BPDU ethertype permit bpdu
access-group BPDU in interface inside
access-group BPDU in interface outside

コンテキスト B のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
firewall transparent
passwd secret1978
enable password 7samura1
interface vlan 201
nameif outside
security-level 0
bridge-group 2
interface vlan 5
nameif inside
security-level 100
bridge-group 2
interface bvi 2
ip address inside 10.0.2.1 255.255.255.0 standby 10.0.2.2
monitor-interface inside
monitor-interface outside
route outside 0 0 10.0.2.4 1
telnet 10.0.2.14 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside for
access-list INTERNET remark -any IP traffic
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list BPDU ethertype permit bpdu
access-group BPDU in interface inside
access-group BPDU in interface outside

コンテキスト C のコンフィギュレーション（プライマリ ユニット：例 7）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
firewall transparent
passwd secret0997
enable password strayd0g
interface vlan 202
nameif outside
security-level 0
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bridge-group 1
interface vlan 6
nameif inside
security-level 100
bridge-group 1
interface bvi 1
ip address inside 10.0.1.1 255.255.255.0 standby 10.0.1.2
monitor-interface inside
monitor-interface outside
route outside 0 0 10.0.1.4 1
telnet 10.0.1.65 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET remark -Allows all inside hosts to access the outside for
access-list INTERNET remark -any IP traffic
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
access-list BPDU ethertype permit bpdu
access-group BPDU in interface inside
access-group BPDU in interface outside

セカンダリ FWSM のシステム コンフィギュレーション（例 7）
次の最小限のシステム コンフィギュレーションを行うだけで、コンテキストを設定する必要はありま
せん。
failover lan interface faillink vlan 10
failover interface ip faillink 192.168.253.1 255.255.255.252 standby 192.168.253.2
failover lan unit secondary
failover

スイッチの設定（例 7）
次に、FWSM に関連する両方のスイッチ上の Cisco IOS スイッチの設定を示します。スイッチの冗長
設定の詳細については、スイッチのマニュアルを参照してください。
...
firewall multiple-vlan-interfaces
firewall module 1 vlan-group 1
firewall vlan-group 1 4-6,10,11,200-202
interface vlan 200
ip address 10.0.3.3 255.255.255.0
standby 200 ip 10.0.1.4
standby 200 priority 110
standby 200 preempt
standby 200 timers 5 15
standby 200 authentication Secret
no shutdown
interface vlan 201
ip address 10.0.2.3 255.255.255.0
standby 200 ip 10.0.2.4
standby 200 priority 110
standby 200 preempt
standby 200 timers 5 15
standby 200 authentication Secret
no shutdown
interface vlan 202
ip address 10.0.1.3 255.255.255.0
standby 200 ip 10.0.3.4
standby 200 priority 110
standby 200 preempt
standby 200 timers 5 15
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standby 200 authentication Secret
no shutdown
interface range gigabitethernet 2/1-3
channel-group 2 mode on
switchport trunk encapsulation dot1q
no shutdown
...

例 8：非対称ルーティング サポートを使用したアクティブ / アクティブの
フェールオーバー
次に、アクティブ / アクティブのフェールオーバーを設定する例を示します。この例では、コンテキス
ト A（管理コンテキスト）、コンテキスト B、コンテキスト C という 3 つのコンテキストが使用されま
す。

• フェールオーバー グループは、preempt コマンドで設定されます。
• 管理コンテキストが使用するインターフェイスは 1 つだけです。
図 B-8 に、この例のネットワーク図を示します。
図 B-8

アクティブ / アクティブのフェールオーバー設定
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前提条件
両方のユニットがマルチコンテキスト モードでなければなりません。mode multiple コマンドを使用
して、プライマリとセカンダリの FWSM をマルチコンテキスト モードに切り替えます。mode
multiple コマンドは、プライマリ ユニットとセカンダリ ユニットの両方で入力してモードを変更する
必要があります。アクティブ / スタンバイ フェールオーバー設定の場合でも、mode multiple コマンド
はセカンダリ ユニットにコピーされません。
両方の FWSM には、同じ数のセキュリティ コンテキストのライセンスが必要です。
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プライマリ FWSM の設定（例 8）
次の項目はすべて、プライマリ FWSM のコンフィギュレーションです。

• 「システム コンテキストのコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）」（P.B-29）
• 「コンテキスト A のコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）」（P.B-30）
• 「コンテキスト B のコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）」（P.B-30）
• 「コンテキスト C のコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）」（P.B-30）
システム コンテキストのコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）
システム コンテキストで、フェールオーバー グループと、フェールオーバーおよびステートフル
フェールオーバー VLAN が設定されます。
hostname cisco-primary
enable password farscape
password crichton
interface vlan 4
interface vlan 5
interface vlan 6
!The vlan 10 and 11 interfaces are created when you enter the failover lan interface and
failover link commands.
interface vlan 10
description LAN Failover interface
interface vlan 11
description STATE Failover interface
interface vlan 201
interface vlan 202
failover
failover lan unit primary
failover lan interface faillink vlan 10
failover key MySecretKey
failover link statelink vlan 11
failover interface ip faillink 192.168.1.1 255.255.255.0 standby 192.168.1.2
failover interface ip statelink 192.168.2.1 255.255.255.0 standby 192.168.2.2
failover group 1
preempt
replication http
interface-policy 50%
failover group 2
secondary
preempt
replication http
interface-policy 50%
admin-context contexta
context contexta
description administrative context
allocate-interface vlan4
config-url disk://contexta.cfg
join-failover-group 1
context contextb
allocate-interface vlan201
allocate-interface vlan5
config-url ftp://admin:passw0rd@10.0.3.16/contextb.cfg
join-failover-group 1
context contextc
allocate-interface vlan202
allocate-interface vlan6
config-url ftp://admin:passw0rd@10.0.3.16/contextc.cfg
join-failover-group 2
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コンテキスト A のコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
コンテキスト A は管理コンテキストです。この例では、管理コンテキストに 1 つのインターフェイス
だけがあります。管理アクセス用の内部インターフェイスです。コンテキストには 1 つのインターフェ
イスしかないため、Telnet を使用してインターフェイスから FWSM にアクセスすることはできませ
ん。コンテキスト内のセキュリティ レベルが最低のインターフェイスには Telnet アクセスは許可され
ません。また、コンテキスト A には 1 つのインターフェイスしかないため、デフォルトでは最低レベ
ルのインターフェイスとなります。このインターフェイス経由で FWSM を管理するには、SSH 接続を
定義する必要があります。
interface vlan 4
nameif mgmt
security-level 5
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0 standby 10.0.3.2
passwd secret1969
enable password h1andl0
monitor-interface inside
crypto key generate rsa modulus 1024
ssh 10.0.3.0 255.255.255.0 inside
ssh version 2

コンテキスト B のコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 201
nameif outside
security-level 0
ip address 10.0.5.1 255.255.255.0 standby 10.0.5.2
asr-group 1
interface vlan 5
nameif inside
security-level 100
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 standby 10.0.2.2
passwd secret1978
enable password 7samura1
monitor-interface inside
monitor-interface outside
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
global (outside) 1 10.0.5.1 netmask 255.255.255.0
! This context uses dynamic PAT for inside users that access the outside
route outside 0 0 10.0.5.5 1
telnet 10.0.2.14 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
! Allows all inside hosts to access the outside for any IP traffic

コンテキスト C のコンフィギュレーション（プライマリ FWSM：例 8）
コンテキスト コンフィギュレーションに変更するには、changeto context name コマンドを入力しま
す。システム コンフィギュレーションに戻すには、changeto system を入力します。
interface vlan 202
nameif outside
security-level 0
ip address 10.0.9.1 255.255.255.224 standby 10.0.9.2
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asr-group 1
interface vlan 6
nameif inside
security-level 100
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 standby 10.0.1.2
passwd secret0997
enable password strayd0g
monitor-interface inside
monitor-interface outside
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
global (outside) 1 10.0.9.1 netmask 255.255.255.0
! This context uses dynamic PAT for inside users that access the outside
route outside 0 0 10.0.9.5 1
telnet 10.0.1.65 255.255.255.255 inside
access-list INTERNET extended permit ip any any
access-group INTERNET in interface inside
! Allows all inside hosts to access the outside for any IP traffic

セカンダリ FWSM の設定（例 8）
フェールオーバー リンクを認識するには、セカンダリ FWSM を設定します。セカンダリ FWSM は、
起動時または failover が最初にイネーブルになったときに、プライマリ FWSM からコンテキストの設
定を取得します。フェールオーバー グループの設定内の preempt コマンドを使用すると、設定が同期
化されて先行遅延時間が経過したときに、フェールオーバー グループが指定ユニット上でアクティブ
になります。
プライマリ FWSM から設定を受信するには、セカンダリ FWSM で failover key コマンドを設定する
必要があります。
failover
failover
failover
failover
failover

lan unit secondary
lan interface faillink vlan 10
key MySecretKey
interface ip faillink 192.168.253.1 255.255.255.252 standby 192.168.253.2

failover コマンドでフェールオーバーをイネーブルにすると、セカンダリ FWSM がプライマリ FWSM
から設定を取得します。

スイッチの設定（例 8）
次に、FWSM に関連する両方のスイッチ上の Cisco IOS スイッチの設定を示します。スイッチの冗長
設定の詳細については、スイッチのマニュアルを参照してください。
...
firewall multiple-vlan-interfaces
firewall module 1 vlan-group 1
firewall vlan-group 1 4-6,10,11,201,202
interface vlan 201
ip address 10.0.5.3 255.255.255.0
standby 200 ip 10.0.5.4
standby 200 priority 110
standby 200 preempt
standby 200 timers 5 15
standby 200 authentication Secret
no shutdown
interface vlan 202
ip address 10.0.9.3 255.255.255.0
standby 200 ip 10.0.9.4
standby 200 priority 110
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standby 200 preempt
standby 200 timers 5 15
standby 200 authentication Secret
no shutdown
interface range gigabitethernet 2/1-3
channel-group 2 mode on
switchport trunk encapsulation dot1q
no shutdown
...
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コマンドライン インターフェイスの使用方法
この付録では、FWSM での CLI の使用方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「ファイアウォール モードとセキュリティ コンテキスト モード」（P.C-1）
• 「コマンド モードとプロンプト」（P.C-2）
• 「構文の書式」（P.C-3）
• 「コマンドの短縮形」（P.C-3）
• 「コマンドラインの編集」（P.C-3）
• 「コマンドの補完」（P.C-3）
• 「コマンドのヘルプ」（P.C-4）
• 「show コマンド出力のフィルタリング」（P.C-4）
• 「コマンド出力のページング」（P.C-5）
• 「コメントの追加」（P.C-5）
• 「テキスト コンフィギュレーション ファイル」（P.C-6）

（注）

CLI の構文および他の表記法は Cisco IOS CLI と同様ですが、FWSM オペレーティング システムは、
Cisco IOS ソフトウェアのバージョンではありません。Cisco IOS CLI コマンドが FWSM で動作した
り、同様の機能を持っているとは限りません。

ファイアウォール モードとセキュリティ コンテキスト モー
ド
FWSM は、次のモードの組み合わせで動作します。
• トランスペアレント ファイアウォール モードまたはルーテッド ファイアウォール モード
ファイアウォール モードは、FWSM がレイヤ 2 ファイアウォールまたはレイヤ 3 ファイアウォー
ルとして動作するかどうかを決定します。

• マルチ コンテキスト モードまたはシングル コンテキスト モード
セキュリティ コンテキスト モードは、FWSM がシングル デバイスとして動作するか、または仮想
デバイスのようにマルチ セキュリティ コンテキストとして動作するかを決定します。
一部のコマンドは、特定のモードでのみ使用できます。
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コマンド モードとプロンプト
FWSM CLI にはコマンド モードがあります。一部のコマンドは、特定のモードでのみ入力できます。
たとえば、機密情報を表示するコマンドを入力する場合は、パスワードを入力して、より高い特権モー
ドを開始する必要があります。何らかの原因でコンフィギュレーションの変更が入力されていないこと
を確認するには、コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。すべての下位コマンド
は上位モードで入力できます。たとえば、グローバル コンフィギュレーション モードで特権 EXEC コ
マンドを入力できます。
システム コンフィギュレーションまたはシングルコンテキスト モードの場合、プロンプトはホスト名
から開始されます。
hostname

コンテキスト内では、プロンプトはホスト名の後にコンテキスト名が表示されます。
hostname/context

プロンプトは、次のアクセス モードに応じて変わります。

• ユーザ EXEC モード
ユーザ EXEC モードを使用すると、最低限の FWSM 設定を確認できます。ユーザ EXEC モード
のプロンプトは、初めて FWSM にアクセスしたときに次のように表示されます。
hostname>
hostname/context>

• 特権 EXEC モード
特権 EXEC モードを使用すると、特権レベルまでの現在の設定をすべて表示できます。ユーザ
EXEC モードのコマンドは、特権 EXEC モードで動作します。特権 EXEC モードを開始するには、
ユーザ EXEC モードで enable コマンドを入力します。このとき、パスワードの入力が求められま
す。プロンプトには、次のようにポンド記号（#）が含まれます。
hostname#
hostname/context#

• グローバル コンフィギュレーション モード
グローバル コンフィギュレーション モードを使用すると、FWSM コンフィギュレーションを変更
できます。このモードでは、すべてのユーザ EXEC、特権 EXEC、およびグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用できます。グローバル コンフィギュレーション モードを開始する
には、特権 EXEC モードで configure terminal コマンドを入力します。プロンプトは、次のよう
に変化します。
hostname(config)#
hostname/context(config)#

• コマンド固有のコンフィギュレーション モード
一部のコマンドは、グローバル コンフィギュレーション モードからコマンド固有のコンフィギュ
レーション モードを開始します。このモードでは、すべてのユーザ EXEC、特権 EXEC、グロー
バル コンフィギュレーション、およびコマンド固有のコンフィギュレーション コマンドを使用で
きます。たとえば、interface コマンドは、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。プロンプトは、次のように変化します。
hostname(config-if)#
hostname/context(config-if)#
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構文の書式
コマンド構文の説明には、次の表記法を使用しています。
表 C-1

構文の表記法

表記法

説明

太字

記載されているとおりに入力するコマンドおよびキーワードは、太字で示します。

イタリック

イタリックの文字は、ユーザが値を指定する引数です。

[x]

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードまたは引数）です。

|

省略可能または必須のキーワードや引数の中から選択する場合は、縦棒で区切ります。

[x | y]

縦棒で区切られたキーワードまたは引数を囲む角カッコは、省略可能な選択肢を示し
ます。

{x | y}

縦棒で区切られたキーワードまたは引数を囲む波カッコは、必須の選択肢を示します。

[x {y | z}]

入れ子になった角カッコや波カッコは、省略可能または必須の要素内に、さらに省略
可能または必須の選択肢があることを示します。角カッコ内の波カッコおよび縦棒は、
省略可能な要素の中で、必ずいずれか 1 つを選択する必要があることを示します。

コマンドの短縮形
ほとんどのコマンドは、コマンド独自の最小限の文字に短縮して入力できます。たとえば、write
terminal とコマンドを完全に入力する代わりに、wr t と入力すると、コンフィギュレーションを表示
できます。または、en と入力すると、特権モードを開始し、conf t と入力すると、コンフィギュレー
ション モードを開始できます。さらに、0 と入力して、0.0.0.0 を表すこともできます。

コマンドラインの編集
FWSM は、Cisco IOS ソフトウェアと同様のコマンドライン編集の表記法を使用します。show
history コマンドを使用してこれまでに入力したコマンドをすべて表示することも、上矢印か ^p コマ
ンドで個別に表示することもできます。これまでに入力したコマンドを確認したら、下矢印または ^n
コマンドでリスト内を移動できます。再使用するコマンドに到達したら、そのコマンドを編集したり、
Enter キーを押してコマンドを開始したりできます。^w を使用してカーソルの左側の単語を削除した
り、^u を使用して行を削除したりすることもできます。

FWSM では、コマンドに最大 512 文字を使用できます。それより多い文字は無視されます。

コマンドの補完
ストリングの一部を入力した後でコマンドまたはキーワードを補完するには、Tab キーを押します。
FWSM は、ストリングの一部が 1 つのコマンドまたはキーワードだけに一致した場合に限り、コマン
ドまたはキーワードを補完します。たとえば、s を入力して Tab キーを押すと、これに一致するコマン
ドが複数あるため、FWSM はコマンドを補完しません。ただし、dis を入力して Tab キーを押すと、
コマンド disable が補完されます。
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コマンドのヘルプ
次のコマンドを入力することにより、コマンドラインからヘルプ情報を利用できます。

• help command_name
特定のコマンドのヘルプを表示します。

• help ?
ヘルプがあるコマンドを表示します。

• command_name ?
利用可能な引数のリストを表示します。

• string?（スペースなし）
ストリングで始まる可能性があるコマンドを表示します。

• ? および +?
利用可能なコマンドをすべて表示します。? を入力すると、FWSM は現在のモードで利用可能な
コマンドだけを表示します。下位モードのコマンドも含め、利用可能なコマンドをすべて表示する
には、+? を入力します。

（注）

コマンド ストリングに疑問符（?）を含める場合は、不用意に CLI ヘルプが起動しないよう、疑問符を
入力する前に Ctrl+V を押す必要があります。

show コマンド出力のフィルタリング
show コマンドとともに縦棒（|）を使用して、フィルタ オプションとフィルタリング表現を指定でき
ます。フィルタリングは、Cisco IOS ソフトウェアと同様に、各出力行を正規表現に一致させることで
実行されます。異なるフィルタ オプションを選択することで、表現と一致するすべての出力を表示ま
たは除外できます。また、表現と一致する行で開始される出力をすべて表示することもできます。
show コマンドでフィルタリング オプションを使用する構文は、次のとおりです。
hostname# show command | {include | exclude | begin | grep [-v]} regexp

このコマンド ストリングでは、最初の縦棒（|）は演算子であり、コマンドに含める必要があります。
この演算子により、show コマンドの出力がフィルタに送られます。構文内の他の縦棒（|）は代替オプ
ションを示すもので、コマンドの一部ではありません。

include オプションでは、正規表現と一致するすべての出力行が含まれます。-v を指定しない grep オ
プションでも、同じように動作します。exclude オプションでは、正規表現と一致するすべての出力が
除外されます。-v を指定した grep オプションでも、同じように動作します。begin オプションでは、
正規表現と一致する行で開始されるすべての出力行が表示されます。

regexp を、任意の Cisco IOS の正規表現で置き換えます。正規表現は一重引用符または二重引用符で囲
まれないため、末尾にスペースがついていないかどうかを確認してください。スペースは正規表現の一
部と解釈されます。
正規表現を作成する場合は、一致させる任意の文字または数字を使用できます。また、一部のキーボー
ド文字は、正規表現で使用すると特別な意味を持ちます。表 C-2 に、特別な意味を持つキーボード文字
の一覧を示します。
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表 C-2

文字の種類

正規表現での特殊文字の使用

文字

特別な意味

.

スペースを含む任意の単一文字と一致します。

アスタリスク

*

0 個以上のパターンのシーケンスと一致します。

プラス記号

+

1 個以上のパターンのシーケンスと一致します。

（ピリオド）

1

疑問符

?

キャレット

^

入力ストリングの先頭と一致します。

ドル記号

$

入力ストリングの末尾と一致します。

アンダースコ
ア

_

カンマ（,）、左波カッコ（{）、右波カッコ（}）、左カッコ、右カッ
コ、入力ストリングの先頭、入力ストリングの末尾、またはス
ペースと一致します。

角カッコ

[]

単一文字のパターンの範囲を指定します。

ハイフン

-

範囲の終点を区切ります。

0 または 1 回のパターンと一致します。

1. 疑問符の前に Ctrl+V を押すと、疑問符はヘルプ コマンドと解釈されません。

これらの特殊文字を単一文字パターンとして使用するときは、各文字の前にバックスラッシュ（\）を
置いて特別な意味を除外してください。

コマンド出力のページング
help または ?、show、show xlate、または出力行が長い他のコマンドでは、1 画面の情報だけを表示し
て停止するか、全情報を一度に表示するかを指定できます。pager コマンドを使用すると、More プロ
ンプトが表示されるまでの行数を選択できます。
ページングがイネーブルになっているときには、次のプロンプトが表示されます。
<--- More --->

More プロンプトは UNIX の more コマンドと同様の構文を使用します。
• 次の画面を表示するには、Space キーを押します。
• 次の行を表示するには、Enter キーを押します。
• コマンド ラインに戻るには、q キーを押します。

コメントの追加
行の先頭にコロン（ : ）を入力すると、コメントを作成できます。ただし、コメントが表示されるのは
コマンド履歴バッファ内だけで、コンフィギュレーションには表示されません。したがって、コメント
を表示するには、show history コマンドを使用するか、矢印キーを押して前のコマンドを検索します。
ただし、コメントはコンフィギュレーションに入っていないため、write terminal コマンドを使用して
も表示されません。
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テキスト コンフィギュレーション ファイル
この項では、FWSM にダウンロードできるテキスト コンフィギュレーション ファイルをフォーマット
する方法について説明します。この項は、次の内容で構成されています。

• 「テキスト ファイル内の行とコマンドの対応」（P.C-6）
• 「コマンド固有のコンフィギュレーション モード コマンド」（P.C-6）
• 「自動テキスト エントリ」（P.C-6）
• 「行の順序」（P.C-7）
• 「テキスト コンフィギュレーションに含まれないコマンド」（P.C-7）
• 「パスワード」（P.C-7）
• 「マルチ セキュリティ コンテキスト ファイル」（P.C-7）

テキスト ファイル内の行とコマンドの対応
テキスト コンフィギュレーション ファイルには、このマニュアルで説明されているコマンドに対応す
る行が含まれています。
次の例では、コマンドが CLI プロンプトの後に置かれます。次に、プロンプト「hostname(config)# 」
の例を示します。
hostname(config)# context a

テキスト コンフィギュレーション ファイルでは、コマンドの入力を求められないため、プロンプトは
省略されます。
context a

コマンド固有のコンフィギュレーション モード コマンド
コマンドラインで入力する場合、コマンド固有のコンフィギュレーション モード コマンドは、メイン
コマンドの下に字下げして表示されます。メイン コマンドのすぐ後にコマンドが表示される場合は、
テキスト ファイルの行を字下げする必要はありません。たとえば、次の字下げされていないテキスト
は、字下げされたテキストと同じように読み取られます。
interface gigabitethernet0
nameif inside
interface gigabitethernet1
nameif outside

自動テキスト エントリ
コンフィギュレーションを FWSM にダウンロードすると、FWSM により一部の行が自動的に挿入さ
れます。たとえば、FWSM により、デフォルト設定の行や、コンフィギュレーション変更時間の行が
挿入されます。テキスト ファイルの作成時に、これらの自動エントリを入力する必要はありません。
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行の順序
ほとんどのコマンドを任意の順序でファイルに入れることができます。ただし、ACE など一部の行は
表示された順序で処理され、この順序がアクセス リストの機能に影響を与えます。他にも、順序の要
件を持つコマンドがあります。たとえば、後続のコマンドの多くがインターフェイスの名前を使用する
ため、インターフェイスに nameif コマンドを最初に入力する必要があります。また、コマンド固有の
コンフィギュレーション モードのコマンドも、メイン コマンドの直後に入力する必要があります。

テキスト コンフィギュレーションに含まれないコマンド
一部のコマンドでは、コンフィギュレーションに行が挿入されません。たとえば、
show running-config などのランタイム コマンドは、テキスト ファイル内に対応する行がありません。

パスワード
ログイン、イネーブル、およびユーザの各パスワードは、コンフィギュレーションに保存される前に自
動的に暗号化されます。たとえば、パスワード「cisco」の暗号化された形式は、jMorNbK0514fadBh
のようになります。コンフィギュレーション パスワードは暗号化された形式で別の FWSM にコピーで
きますが、そのパスワードの暗号を解読することはできません。
暗号化されていないパスワードをテキスト ファイルに入力した場合、コンフィギュレーションを

FWSM にコピーしても、FWSM は自動的にパスワードを暗号化しません。FWSM がパスワードを暗
号化するのは、copy running-config startup-config コマンドまたは write memory コマンドを使用し
て、コマンドラインから実行コンフィギュレーションを保存した場合のみです。

マルチ セキュリティ コンテキスト ファイル
マルチ セキュリティ コンテキストの場合、コンフィギュレーション全体は次に示す複数の部分で構成
されます。

• セキュリティ コンテキストのコンフィギュレーション
• FWSM の基本設定を識別するシステム コンフィギュレーション（コンテキストのリストを含む）
• システム コンフィギュレーションのネットワーク インターフェイスを提供する管理コンテキスト
システム コンフィギュレーション自体には、インターフェイスまたはネットワーク設定は含まれ
ません。システムがネットワーク リソースにアクセスする必要がある（サーバからコンテキスト
をダウンロードするなど）場合に、システムは管理コンテキストとして指定されたコンテキストを
使用します。
各コンテキストは、シングル コンテキスト モード コンフィギュレーションと同様です。システム コン
フィギュレーションは、コンテキストのコンフィギュレーションとは異なります。システム コンフィ
ギュレーションにはシステム専用コマンド（全コンテキストのリストなど）だけが含まれ、（多数のイ
ンターフェイス パラメータなどの）一般的なコマンドは含まれません。
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MIB と CLI コマンドの対応
表 D-1 に、MIB の詳細、MIB オブジェクト、およびそれに対応する CLI コマンドを示します。
表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表

MIB の詳細
CISCO-CRYPTOACCELERATOR-MIB

MIB オブジェクト
—

CLI フィールドまたは説明
show crypto accelerator statistics

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.1.1.

ccaSupportsHwCrypto

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.1.2.

ccaSupportsModularHwCrypto

オブジェクトの説明については、こ
の MIB を参照してください。

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.1.3.

ccaMaxAccelerators

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.1.4.

ccaMaxCryptoThroughput

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.1.5.

ccaMaxCryptoConnections

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.1.1.

ccaGlobalNumActiveAccelerators

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.1.2.

ccaGlobalNumNonOperAccelerators

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.1.3.

ccaGlobalInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.1.4.

ccaGlobalOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.1.5.

ccaGlobalInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.1.6.

ccaGlobalOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.1.7.

ccaGlobalOutErrPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2

ccaAcceleratorTable

—

索引

• ccaAcclIndex

各クリプト アクセラレータ カードの
情報および統計

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.2.

ccaAcclEntPhysicalIndex

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.3.

ccaAcclStatus

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.4.

ccaAcclType

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.5.

ccaAcclVersion

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.6.

ccaAcclSlot

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.7.

ccaAcclActiveTime

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.8.

ccaAcclInPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.9.

ccaAcclOutPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.10.

ccaAcclOutBadPkts

—
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MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.11.

MIB オブジェクト
ccaAcclInOctets

CLI フィールドまたは説明
—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.12.

ccaAcclOutOctets

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.13.

ccaAcclHashOutboundPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.14.

ccaAcclHashOutboundOctets

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.15.

ccaAcclHashInboundPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.16.

ccaAcclHashInboundOctets

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.17.

ccaAcclEncryptPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.18.

ccaAcclEncryptOctets

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.19.

ccaAcclDecryptPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.20.

ccaAcclDecryptOctets

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.21.

ccaAcclTransformsTotal

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.22.

ccaAcclDropsPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.23.

ccaAcclRandRequests

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.24.

ccaAcclRandReqFails

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.25.

ccaAcclDHKeysGenerated

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.26.

ccaAcclDHDerivedSecretKeys

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.27.

ccaAcclRSAKeysGenerated

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.28.

ccaAcclRSASignings

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.29.

ccaAcclRSAVerifications

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.30.

ccaAcclRSAEncryptPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.31.

ccaAcclRSAEncryptOctets

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.32.

ccaAcclRSADecryptPkts

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.33.

ccaAcclRSADecryptOctets

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.34.

ccaAcclDSAKeysGenerated

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.35.

ccaAcclDSASignings

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.36.

ccaAcclDSAVerifications

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.37.

ccaAcclOutboundSSLRecords

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.2.1.38.

ccaAcclInboundSSLRecords

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1

ccaProtocolStatsTable

セキュリティ プロトコルに基づくク
リプト アクセラレータの統計情報

—

索引

—

• ccaProtId

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.2.

ccaProtPktEncryptsReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.3.

ccaProtPktDecryptsReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.4.

ccaProtHmacCalcReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.5.

ccaProtSaCreateReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.6.

ccaProtSaRekeyReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.7.

ccaProtSaDeleteReqs

—
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MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.8.

MIB オブジェクト
ccaProtPktEncapReqs

CLI フィールドまたは説明
—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.9.

ccaProtPktDecapReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.10.

ccaProtNextPhaseKeyAllocReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.11.

ccaProtRndGenReqs

—

1.3.6.1.4.1.9.9.467.1.2.3.1.1.12.

ccaProtFailedReqs

—

CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

—

—

1.3.6.1.4.1.9.9.138.2.0.1

ceAlarmAsserted

物理エンティティによってアラーム
がアサートされます。

CISCO-ENTITY-REDUNDANCY-MIB —

—

1.3.6.1.4.1.9.9.480.0.2

ceRedunEventSwitchover

スタンバイ ユニットのステータスが
アクティブに変更されます。

CISCO-FIREWALL-MIB

—

—

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.1.1.1.

cfwBasicEventsTableLastRow

N/A（プレースホルダだけ）

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.1.2.1.

cfwNetEventsTableLastRow

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1

cfwHardwareStatusTable

N/A（プレースホルダだけ）
—

—

索引

• cfwHardwareType

プライマリ ユニット / セカンダリ ユ
ニット

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1.2.

cfwHardwareInformation

リソースの説明

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1.3.

cfwHardwareStatusValue

リソースの現在のステータスです。
フェールオーバー ペアにだけ適用さ
れます。スタンドアロン ブレードに
は適用されません。

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1.4.

cfwHardwareStatusDetail

リソースのステータスの説明

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.1

cfwBufferStatsTable

—

—

索引

• cfwBufferStatSize

バッファ サイズ

• cfwBufferStatType

バッファ統計情報のタイプ

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.1.1.3.

cfwBufferStatInformation

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.1.1.4.

cfwBufferStatValue

バッファ統計情報の値

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.2.

cfwConnectionStatTable

—

—

索引

バッファ統計情報の説明

• cfwConnectionStatService

protoIP

• cfwConnectionStatType

currentInUse/high

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.2.1.3.

cfwConnectionStatDescription

接続統計情報の説明

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.2.1.4.

cfwConnectionStatCount

N/A（プレースホルダだけ）

1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.2.1.5.

cfwConnectionStatValue

接続統計情報の値

CISCO-IP-FORWARD-MIB

inetCidrRouteTable

show route
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表 D-1

MIB と CLI コマンドの対応

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
—

MIB オブジェクト
索引

CLI フィールドまたは説明
—

• inetCidrRouteDestType
• inetCidrRouteDest
• inetCidrRoutePolicy
• inetCidrRouteNextHopType
• inetCidrRouteNextHop

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.1

inetCidrRouteDestType

ルートの宛先アドレス タイプ

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.2

inetCidrRouteDest

ルートの宛先

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.3

inetCidrRoutePfxLen

ルート マスク

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.4

inetCidrRoutePolicy

ルート ポリシー（存在する場合）

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.5

inetCidrRouteNextHopType

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.6

inetCidrRouteNextHop

ルートのネクストホップ

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7

inetCidrRouteIfIndex

ルートで経由するインターフェイス

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9

inetCidrRouteProto

ルーテッド プロトコル

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10

inetCidrRouteAge

ルートの経過時間

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12

inetCidrRouteMetric1

ルート メトリック

1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17

inetCidrRouteStatus

ルート ステータス

CISCO-IP-PROTOCOL-FILTER-MIB

cippfIpFilterTable

show run access-list

—

索引

—

ルートのネクストホップのタイプ
（ゲートウェイ）

• cippfIpProfileName
• cippfIpFilterIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.1.1.1

cippfIpProfileName

ACL 名

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.1

cippfIpFilterIndex

ACE 行番号

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.3

cippfIpFilterAction

許可 / 拒否

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.4

cippfIpFilterAddressType

IPv4 または IPv6

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.5

cippfIpFilterSrcAddress

送信元 IP アドレス

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.6

cippfIpFilterSrcMask

送信元 IP マスク

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.7

cippfIpFilterDestAddress

宛先 IP アドレス

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.8

cippfIpFilterDestMask

宛先 IP マスク

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.9

cippfFilterProtocol

プロトコル（IP/TCP/UDP/ICMP）

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.10

cippfIpFilterSrcPortLow

送信元ポート（低）

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.11

cippfIpFilterSrcPortHigh

送信元ポート（高）

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.12

cippfIpFilterDestPortLow

宛先ポート（低）

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.13

cippfIpFilterDestPortHigh

宛先ポート（高）

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.16

cippfIpFilterLogEnabled

ログはイネーブルまたはディセーブ
ルです。
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MIB と CLI コマンドの対応

表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.17

MIB オブジェクト
cippfIpFilterStatus

CLI フィールドまたは説明
ACL はアクティブまたは非アクティ
ブです。

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.22

cippfIpFilterSrcIPGroupName

送信元ネットワーク オブジェクト グ
ループ名

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.23

cippfIpFilterDstIPGroupName

宛先ネットワーク オブジェクト グ
ループ名

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.24

cippfIpFilterProtocolGroupName

プロトコル オブジェクト グループ名

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.25

cippfIpFilterSrcServiceGroupName

送信元サービス オブジェクト グルー
プ名

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.26

cippfIpFilterDstServiceGroupName

宛先サービス オブジェクト グループ
名

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.27

cippfIpFilterICMPGroupName

ICMP オブジェクト グループ

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.4.1.1

cippfIpFilterExtDescription

ACL エントリ

—

cippfIpFilterExtTables

SNMP フィルタ テーブル

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.4.1.2

cippfIpFilterLogLevel

ログ レベル

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.4.1.3

cippfIpFilterLogInterval

ログ間隔

—

cippfIpFilterStatsTable

show access-list acl-name

—

索引

—

• cippfIpProfileName
• cippfIpFilterIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.1.1.1

cippfIpProfileName

ACL 名

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.1.3.1.1

cippfIpFilterIndex

ACL 内の ACE 行番号

1.3.6.1.4.1.9.9.278.1.2.1.1.1

cippfIpFilterHits

CISCO-IP-MIB

ipNetToPhysicalTable

ACE ヒット カウント
show arp

—

索引

—

• ipNetToPhysicalIndex
• ipNetToPhysicalNetAddressType
• ipNetToPhysicalNetAddress

ipNetToPhysicalIndex

ARP エントリのインターフェイス番
号

CISCO-IPSEC-FLOWMONITOR-MIB

ipNetToPhysicalNetAddressType

ARP エントリの IP アドレス タイプ

ipNetToPhysicalNetAddress

ARP エントリの IP アドレス

ipNetToPhysicalPhysAddress

IP アドレスの MAC アドレス
show ipsec stats

—
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表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.1.1.

MIB オブジェクト
cipSecMibLevel

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.1.

cikeGlobalActiveTunnels

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.2.

cikeGlobalPreviousTunnels

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.3.

cikeGlobalInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.4.

cikeGlobalInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.5.

cikeGlobalInDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.6.

cikeGlobalInNotifys

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.7.

cikeGlobalInP2Exchgs

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.8.

cikeGlobalInP2ExchgInvalids

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.9.

cikeGlobalInP2ExchgRejects

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.10.

cikeGlobalInP2SaDelRequests

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.11.

cikeGlobalOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.12.

cikeGlobalOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.13.

cikeGlobalOutDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.14.

cikeGlobalOutNotifys

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.15.

cikeGlobalOutP2Exchgs

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.16.

cikeGlobalOutP2ExchgInvalids

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.17.

cikeGlobalOutP2ExchgRejects

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.18.

cikeGlobalOutP2SaDelRequests

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.19.

cikeGlobalInitTunnels

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.20.

cikeGlobalInitTunnelFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.21.

cikeGlobalRespTunnelFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.22.

cikeGlobalSysCapFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.23.

cikeGlobalAuthFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.24.

cikeGlobalDecryptFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.25.

cikeGlobalHashValidFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.1.26.

cikeGlobalNoSaFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.2.1.6.

cikePeerLocalAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.2.1.7.

cikePeerRemoteAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.2.1.8.

cikePeerActiveTime

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.2.1.9.

cikePeerActiveTunnelIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.2.

cikeTunLocalType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.3.

cikeTunLocalValue

D-6

MIB と CLI コマンドの対応

CLI フィールドまたは説明
オブジェクトの説明については、こ
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表 D-1

MIB と CLI コマンドの対応

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.4.

MIB オブジェクト
cikeTunLocalAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.5.

cikeTunLocalName

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.6.

cikeTunRemoteType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.7.

cikeTunRemoteValue

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.8.

cikeTunRemoteAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.9.

cikeTunRemoteName

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.10.

cikeTunNegoMode

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.11.

cikeTunDiffHellmanGrp

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.12.

cikeTunEncryptAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.13.

cikeTunHashAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.14.

cikeTunAuthMethod

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.15.

cikeTunLifeTime

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.16.

cikeTunActiveTime

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.17.

cikeTunSaRefreshThreshold

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.18.

cikeTunTotalRefreshes

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.19.

cikeTunInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.20.

cikeTunInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.21.

cikeTunInDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.22.

cikeTunInNotifys

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.23.

cikeTunInP2Exchgs

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.24.

cikeTunInP2ExchgInvalids

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.25.

cikeTunInP2ExchgRejects

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.26.

cikeTunInP2SaDelRequests

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.27.

cikeTunOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.28.

cikeTunOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.29.

cikeTunOutDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.30.

cikeTunOutNotifys

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.31.

cikeTunOutP2Exchgs

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.32.

cikeTunOutP2ExchgInvalids

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.33.

cikeTunOutP2ExchgRejects

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.34.

cikeTunOutP2SaDelRequests

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.3.1.35.

cikeTunStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.2.4.1.7.

cikePeerCorrIpSecTunIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.1.

cipSecGlobalActiveTunnels

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.2.

cipSecGlobalPreviousTunnels

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.3.

cipSecGlobalInOctets

CLI フィールドまたは説明
オブジェクトの説明については、こ
の MIB を参照してください。
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表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.4.

MIB オブジェクト
cipSecGlobalHcInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.5.

cipSecGlobalInOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.6.

cipSecGlobalInDecompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.7.

cipSecGlobalHcInDecompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.8.

cipSecGlobalInDecompOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.9.

cipSecGlobalInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.10.

cipSecGlobalInDrops

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.11.

cipSecGlobalInReplayDrops

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.12.

cipSecGlobalInAuths

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.13.

cipSecGlobalInAuthFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.14.

cipSecGlobalInDecrypts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.15.

cipSecGlobalInDecryptFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.16.

cipSecGlobalOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.17.

cipSecGlobalHcOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.18.

cipSecGlobalOutOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.19.

cipSecGlobalOutUncompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.20.

cipSecGlobalHcOutUncompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.21.

cipSecGlobalOutUncompOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.22.

cipSecGlobalOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.23.

cipSecGlobalOutDrops

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.24.

cipSecGlobalOutAuths

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.25.

cipSecGlobalOutAuthFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.26.

cipSecGlobalOutEncrypts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.27.

cipSecGlobalOutEncryptFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.28.

cipSecGlobalProtocolUseFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.29.

cipSecGlobalNoSaFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.30.

cipSecGlobalSysCapFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.2.

cipSecTunIkeTunnelIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.3.

cipSecTunIkeTunnelAlive

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.4.

cipSecTunLocalAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.5.

cipSecTunRemoteAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.6.

cipSecTunKeyType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.7.

cipSecTunEncapMode

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.8.

cipSecTunLifeSize

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.9.

cipSecTunLifeTime

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.10.

cipSecTunActiveTime
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MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.11.

MIB オブジェクト
cipSecTunSaLifeSizeThreshold

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.12.

cipSecTunSaLifeTimeThreshold

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.13.

cipSecTunTotalRefreshes

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.14.

cipSecTunExpiredSaInstances

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.15.

cipSecTunCurrentSaInstances

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.16.

cipSecTunInSaDiffHellmanGrp

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.17.

cipSecTunInSaEncryptAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.18.

cipSecTunInSaAhAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.19.

cipSecTunInSaEspAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.20.

cipSecTunInSaDecompAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.21.

cipSecTunOutSaDiffHellmanGrp

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.22.

cipSecTunOutSaEncryptAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.23.

cipSecTunOutSaAhAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.24.

cipSecTunOutSaEspAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.25.

cipSecTunOutSaCompAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.26.

cipSecTunInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.27.

cipSecTunHcInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.28.

cipSecTunInOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.29.

cipSecTunInDecompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.30.

cipSecTunHcInDecompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.31.

cipSecTunInDecompOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.32.

cipSecTunInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.33.

cipSecTunInDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.34.

cipSecTunInReplayDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.35.

cipSecTunInAuths

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.36.

cipSecTunInAuthFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.37.

cipSecTunInDecrypts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.38.

cipSecTunInDecryptFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.39.

cipSecTunOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.40.

cipSecTunHcOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.41.

cipSecTunOutOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.42.

cipSecTunOutUncompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.43.

cipSecTunHcOutUncompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.44.

cipSecTunOutUncompOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.45.

cipSecTunOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.46.

cipSecTunOutDropPkts

CLI フィールドまたは説明
オブジェクトの説明については、こ
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表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.47.

MIB オブジェクト
cipSecTunOutAuths

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.48.

cipSecTunOutAuthFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.49.

cipSecTunOutEncrypts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.50.

cipSecTunOutEncryptFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.51.

cipSecTunStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.2.

cipSecEndPtLocalName

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.3.

cipSecEndPtLocalType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.4.

cipSecEndPtLocalAddr1

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.5.

cipSecEndPtLocalAddr2

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.6.

cipSecEndPtLocalProtocol

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.7.

cipSecEndPtLocalPort

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.8.

cipSecEndPtRemoteName

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.9.

cipSecEndPtRemoteType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.10.

cipSecEndPtRemoteAddr1

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.11.

cipSecEndPtRemoteAddr2

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.12.

cipSecEndPtRemoteProtocol

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.3.1.13.

cipSecEndPtRemotePort

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.4.1.2.

cipSecSpiDirection

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.4.1.3.

cipSecSpiValue

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.4.1.4.

cipSecSpiProtocol

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.4.1.5.

cipSecSpiStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.2.

cipSecTunHistTermReason

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.3.

cipSecTunHistActiveIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.4.

cipSecTunHistIkeTunnelIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.5.

cipSecTunHistLocalAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.6.

cipSecTunHistRemoteAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.7.

cipSecTunHistKeyType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.8.

cipSecTunHistEncapMode

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.9.

cipSecTunHistLifeSize

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.10.

cipSecTunHistLifeTime

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.11.

cipSecTunHistStartTime

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.12.

cipSecTunHistActiveTime

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.13.

cipSecTunHistTotalRefreshes

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.14.

cipSecTunHistTotalSas

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.15.

cipSecTunHistInSaDiffHellmanGrp

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.16.

cipSecTunHistInSaEncryptAlgo
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MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.17.

MIB オブジェクト
cipSecTunHistInSaAhAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.18.

cipSecTunHistInSaEspAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.19.

cipSecTunHistInSaDecompAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.20.

cipSecTunHistOutSaDiffHellmanGrp

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.21.

cipSecTunHistOutSaEncryptAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.22.

cipSecTunHistOutSaAhAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.23.

cipSecTunHistOutSaEspAuthAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.24.

cipSecTunHistOutSaCompAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.25.

cipSecTunHistInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.26.

cipSecTunHistHcInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.27.

cipSecTunHistInOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.28.

cipSecTunHistInDecompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.29.

cipSecTunHistHcInDecompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.30.

cipSecTunHistInDecompOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.31.

cipSecTunHistInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.32.

cipSecTunHistInDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.33.

cipSecTunHistInReplayDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.34.

cipSecTunHistInAuths

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.35.

cipSecTunHistInAuthFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.36.

cipSecTunHistInDecrypts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.37.

cipSecTunHistInDecryptFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.38.

cipSecTunHistOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.39.

cipSecTunHistHcOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.40.

cipSecTunHistOutOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.41.

cipSecTunHistOutUncompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.42.

cipSecTunHistHcOutUncompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.43.

cipSecTunHistOutUncompOctWraps

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.44.

cipSecTunHistOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.45.

cipSecTunHistOutDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.46.

cipSecTunHistOutAuths

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.47.

cipSecTunHistOutAuthFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.48.

cipSecTunHistOutEncrypts

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.4.3.1.1.49.

cipSecTunHistOutEncryptFails

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.1.1.1.

cipSecFailTableSize

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.2.

cikeFailReason

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.3.

cikeFailTime
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MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.4.

MIB オブジェクト
cikeFailLocalType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.5.

cikeFailLocalValue

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.6.

cikeFailRemoteType

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.7.

cikeFailRemoteValue

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.8.

cikeFailLocalAddr

1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.5.2.1.1.9.

cikeFailRemoteAddr

CISCO-L4L7MODULERESOURCE-LIMIT-MIB

ciscoL4L7ResourceLimitTable

オブジェクトの説明については、こ
の MIB を参照してください。

show resource usage context ctx-name
絶対リソース タイプのリソース使用
状況の統計情報を取得します。

索引

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.1.1.1

CLI フィールドまたは説明

—

• crlResourceClassName
• crlResourceLimitType

1.3.6.1.4.1.9.9.480.0.1

crlResourceLimitReached

設定されているリソース限度に達し
ました。

1.3.6.1.4.1.9.9.480.0.2

crlResourceRateLimitReached

設定されているリソース レート限度
に達しました。

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.2.1.2

crlResourceLimitType

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.2.1.3

crlResourceLimitValueType

絶対値または割合

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.2.1.4

crlResourceLimitMin

常に 0 に設定されます。FWSM には
適用されません。

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.2.1.5

crlResourceLimitMax

設定されている限度値

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.2.1.8

crlResourceLimitCurrentUsage

現在のリソース使用状況

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.2.1.9

crlResourceLimitPeakUsage

最大リソース使用量

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.2.1.10

crlResourceLimitDeniedCount

拒否されたカウント

—

ciscoL4L7ResourceRateLimitTable

show resource usage context ctx-name

リソース タイプ
（Conns/Xlates/Hosts/SSH/Telnet
/ASDM/IPSec/MAC アドレス）

レート リソース タイプのリソース使
用状況の統計情報を取得します。
索引

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.1.1.1

—

• crlResourceClassName
• crlRateLimitResourceType

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.4.1.1

crlRateLimitResourceType

リソース タイプ（接続 / フィックス
アップ /Syslog）

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.4.1.2

crlRateLimitMin

常に 0 に設定されます。FWSM には
適用されません。

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.4.1.3

crlRateLimitMax

設定されているレート限度値

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.4.1.6

crlRateLimitCurrentUsage

現在のリソース使用状況

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.4.1.7

crlRateLimitPeakUsage

最大リソース使用量

1.3.6.1.4.1.9.9.480.1.1.4.1.8

crlRateLimitDeniedCount

拒否されたカウント
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MIB の詳細
CISCO-MEMORY-POOL-MIB

MIB オブジェクト
—

CLI フィールドまたは説明
show memory

1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1

ciscoMemoryPoolTable

—

—

索引

—

• ciscoMemoryPoolType

1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.2.

ciscoMemoryPoolName

メモリ プール名

1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.3.

ciscoMemoryPoolAlternate

代替メモリ プール

1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.4.

ciscoMemoryPoolValid

このプールが有効なものかどうか

1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.

ciscoMemoryPoolUsed

使用されているメモリ容量（バイト
単位）

1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.

ciscoMemoryPoolFree

メモリの空き容量（バイト単位）

1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7.

ciscoMemoryPoolLargestFree

メモリの最大空き容量（バイト単位）

CISCO-NAT-EXT-MIB

cneAddTranslationStatsTable

show xlate count

—

索引

—

• entPhysicalIndex=1

1.3.6.1.4.1.9.9.xxx.1.1.1

cneAddrTranslationNumActive

現在使用されているアクティブな

xlate の数
1.3.6.1.4.1.9.9.xxx.1.1.2

cneAddrTranslationNumPeak

常時使用されている xlate の最大数

—

—

show perfmon detail

1.3.6.1.4.1.9.9.xxx.1.1.3

cneAddrTranslation1min

1 分間の xlate

1.3.6.1.4.1.9.9.xxx.1.1.4

cneAddrTranslation5min

CISCO-PROCESS-MIB

—

5 分間の xlate
show cpu

—

cpmCPUTotalTable

常に 1 に設定されます。

索引

• cpmCPUTotalIndex

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.2.

cpmCPUTotalPhysicalIndex

entPhysicalIndex（常に 0 に設定され
ます）

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.

cpmCPUTotal5sec

5 秒間の CPU 使用率

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.

cpmCPUTotal1min

1 分間の CPU 使用率

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.

cpmCPUTotal5min

5 分間の CPU 使用率

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.

cpmCPUTotal5secRev

5 秒間の CPU 使用率

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7.

cpmCPUTotal1minRev

1 分間の CPU 使用率

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.

cpmCPUTotal5minRev

5 分間の CPU 使用率

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.9.

cpmCPUMonInterval

モニタ間隔（常に 5 秒に設定されま
す）

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.10.

cpmCPUTotalMonIntervalValue

5 秒間の CPU 使用率

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.11.

cpmCPUInterruptMonIntervalValue

N/A（プレースホルダだけ）

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.1.

cpmProcessPID

N/A（プレースホルダだけ）

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.5.

cpmProcessTimeCreated

N/A（プレースホルダだけ）

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.3.1.5.

cpmProcExtUtil5SecRev

N/A（プレースホルダだけ）
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表 D-1

MIB と CLI コマンドの対応

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.4.1.2.

MIB オブジェクト
cpmCPURisingThresholdValue

CPU 上昇しきい値

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.4.1.3.

cpmCPURisingThresholdPeriod

CPU 上昇しきい値のモニタ期間

CISCO-REMOTE-ACCESSMONITOR-MIB

—

オブジェクトの説明については、こ
の MIB を参照してください。

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.1.1.

crasMaxSessionsSupportable

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.1.2.

crasMaxUsersSupportable

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.1.3.

crasMaxGroupsSupportable

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.1.4.

crasNumCryptoAccelerators

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.1.

crasNumSessions

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.2.

crasNumPrevSessions

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.3.

crasNumUsers

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.4.

crasNumGroups

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.5.

crasGlobalInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.6.

crasGlobalOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.7.

crasGlobalInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.8.

crasGlobalInDecompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.9.

crasGlobalOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.10.

crasGlobalOutUncompOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.11.

crasGlobalInDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.12.

crasGlobalOutDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.2.

crasGroup

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.4.

crasAuthenMethod

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.5.

crasAuthorMethod

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.6.

crasSessionDuration

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.7.

crasLocalAddressType

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.8.

crasLocalAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.9.

crasISPAddressType

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.10.

crasISPAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.11.

crasSessionProtocol

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.12.

crasProtocolElement

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.13.

crasSessionEncryptionAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.14.

crasSessionPktAuthenAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.15.

crasSessionCompressionAlgo

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.16.

crasHeartbeatInterval
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表 D-1

MIB と CLI コマンドの対応

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.17.

MIB オブジェクト
crasClientVendorString

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.18.

crasClientVersionString

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.19.

crasClientOSVendorString

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.20.

crasClientOSVersionString

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.21.

crasPrimWINSServerAddrType

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.22.

crasPrimWINSServer

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.23.

crasSecWINSServerAddrType

CLI フィールドまたは説明
オブジェクトの説明については、こ
の MIB を参照してください。

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.24.

crasSecWINSServer

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.25.

crasPrimDNSServerAddrType

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.26.

crasPrimDNSServer

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.27.

crasSecDNSServerAddrType

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.28.

crasSecDNSServer

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.29.

crasDHCPServerAddrType

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.30.

crasDHCPServer

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.31.

crasSessionInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.32.

crasSessionOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.33.

crasSessionInDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.34.

crasSessionOutDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.35.

crasSessionInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.36.

crasSessionOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.21.1.37.

crasSessionState

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.22.1.2.

crasActGrNumUsers

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.22.1.3.

crasActGrpInPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.22.1.4.

crasActGrpOutPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.22.1.5.

crasActGrpInDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.22.1.6.

crasActGrpOutDropPkts

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.22.1.7.

crasActGrpInOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.3.22.1.8.

crasActGrpOutOctets

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.6.1.

crasThrMaxSessions

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.6.2.

crasThrMaxFailedAuths

1.3.6.1.4.1.9.9.392.1.6.3.

crasThrMaxThroughput

CISCO-SYSLOG-MIB

—

—

1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.1.6.

clogOriginIDType

発信元識別タイプ

1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.1.7.

clogOriginID

発信元識別文字列

CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB

—

show perfmon detail

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.1.1.6.

cufwConnGlobalNumActive

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.1.1.10.

cufwConnGlobalConnSetupRate1

アクティブな接続の合計数
（TCP + UDP）

1 分間の接続レート
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表 D-1

MIB と CLI コマンドの対応

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.1.1.11.

MIB オブジェクト
cufwConnGlobalConnSetupRate5

CLI フィールドまたは説明

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.1.4.1.1.9.6

cufwConnSetupRate1

1 分間の UDP 接続レート

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.1.4.1.1.9.7
1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.1.4.1.1.10.6

5 分間の接続レート
1 分間の TCP 接続レート

cufwConnSetupRate5

5 分間の UDP 接続レート

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.2.

cufwUrlfRequestsNumProcessed

5 分間の TCP 接続レート
show url-server statistics

—

—

URL フィルタリングのグローバル統

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.3.

cufwUrlfRequestsProcRate1

計情報

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.4.

cufwUrlfRequestsProcRate5

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.5.

cufwUrlfRequestsNumAllowed

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.6.

cufwUrlfRequestsNumDenied

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.7.

cufwUrlfRequestsDeniedRate1

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.8.

cufwUrlfRequestsDeniedRate5

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.9.

cufwUrlfRequestsNumCacheAllowed

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.10.

cufwUrlfRequestsNumCacheDenied

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.13.

cufwUrlfRequestsNumResDropped

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.14.

cufwUrlfRequestsResDropRate1

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.15.

cufwUrlfRequestsResDropRate5

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.16.

cufwUrlfNumServerTimeouts

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.1.17.

cufwUrlfNumServerRetries

—

サポートされていないオブジェクト

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.1.4.1.1.10.7

—

• cufwUrlfFunctionEnabled
• cufwUrlfAllowModeReqNumAllowed
• cufwUrlfAllowModeReqNumDenied
• cufwUrlfResponsesNumLate
• cufwUrlfUrlAccRespsNumResDropped

—

cufwUrlServerTable
索引

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.1.

• cufwUrlfServerAddrType

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.2.

• cufwUrlfServerAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.3

• cufwUrlfServerPort

URL サーバごとの統計情報
—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.4.

cufwUrlfServerVendor

—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.5.

cufwUrlfServerStatus

—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.6.

cufwUrlfServerReqsNumProcessed

—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.7.

cufwUrlfServerReqsNumAllowed

—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.8.

cufwUrlfServerReqsNumDenied

—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.9.

cufwUrlfServerNumTimeouts

—
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表 D-1

MIB と CLI コマンドの対応

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.10.

MIB オブジェクト
cufwUrlfServerNumRetries

CLI フィールドまたは説明
—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.11.

cufwUrlfServerRespsNumReceived

—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.13.

cufwUrlfServerAvgRespTime1

—

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.3.3.1.1.14.

cufwUrlfServerAvgRespTime5

—

ENTITY-MIB（1.3.6.1.2.1.47）
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1

—

—

entPhysicalTable

物理エンティティの情報

—

索引

—

• entPhysicalIndex

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.

entPhysicalDescr

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3.

entPhysicalVendorType

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4.

entPhysicalContainedIn

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5.

entPhysicalClass

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6.

entPhysicalParentRelPos

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.

entPhysicalName

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8.

entPhysicalHardwareRev

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9.

entPhysicalFirmwareRev

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.

entPhysicalSoftwareRev

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.

entPhysicalSerialNum

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.

entPhysicalMfgName

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.

entPhysicalModelName

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14.

entPhysicalAlias

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15.

entPhysicalAssetID

—

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16.

entPhysicalIsFRU

—

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1

entLogicalTable

論理エンティティの情報

—

索引

—

• entLogicalIndex

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2.

entLogicalDescr

—

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3.

entLogicalType

—

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4.

entLogicalCommunity

—

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5.

entLogicalTAddress

—

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6.

entLogicalTDomain

—

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7.

entLogicalContextEngineID

—

1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.8.

entLogicalContextName

—

1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1.1.

entLPPhysicalIndex

—

1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2.

entAliasMappingIdentifier

—

1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1.

entPhysicalChildIndex

—

1.3.6.1.2.1.47.1.4.1.

entLastChangeTime

—

INTERFACES-MIB（1.3.6.1.2.1.2）

—

show interface
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表 D-1

MIB と CLI コマンドの対応

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.2.1.2.1.

MIB オブジェクト
ifNumber

CLI フィールドまたは説明

1.3.6.1.2.1.2.2

ifTable

—

—

索引

—

システム内のインターフェイスの数

• ifIndex

1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.

ifIndex

インターフェイス インデックス

1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.

ifDescr

インターフェイスの説明

1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.

ifType

インターフェイス タイプ

1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.

ifMtu

インターフェイスの MTU

1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.

ifSpeed

インターフェイスの速度

1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.

ifPhysAddress

インターフェイスの MAC アドレス

1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.

ifAdminStatus

Admin status

1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.

ifOperStatus

動作ステータス

1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.

ifLastChange

最終変更時刻

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.

ifInOctets

受信したオクテットの合計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.

ifInUcastPkts

受信したユニキャスト パケットの合
計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.

ifInNUcastPkts

受信した非ユニキャスト パケットの
合計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.

ifInDiscards

破棄された着信パケットの合計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.

ifInErrors

受信パケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.

ifOutOctets

送信されたオクテットの合計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.

ifOutUcastPkts

送信されたユニキャスト パケットの
合計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.

ifOutNUcastPkts

送信された非ユニキャスト パケット
の合計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.

ifOutDiscards

破棄された発信パケットの合計数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.

ifOutErrors

エラー パケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.

ifOutQLen

出力パケットのキュー長

1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.

ifSpecific

特定値

1.3.6.1.2.1.31.1

ifXTable

—

—

索引

—

• ifIndex

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.

ifName

インターフェイスの名前

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.

ifInMulticastPkts

着信マルチキャスト パケットの合計
数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.

ifInBroadcastPkts

着信ブロードキャスト パケットの合
計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4.

ifOutMulticastPkts

発信マルチキャスト パケットの合計
数
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表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5.

MIB オブジェクト
ifOutBroadcastPkts

CLI フィールドまたは説明

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.

ifHCInOctets

受信したオクテットの合計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.

ifHCInUcastPkts

受信したユニキャスト パケットの合
計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.

ifHCInMulticastPkts

受信したマルチキャスト パケットの
合計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9.

ifHCInBroadcastPkts

受信したブロードキャスト パケット
の合計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.

ifHCOutOctets

送信されたオクテットの合計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.

ifHCOutUcastPkts

送信されたユニキャスト パケットの
合計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12.

ifHCOutMulticastPkts

送信されたマルチキャスト パケット
の合計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13.

ifHCOutBroadcastPkts

送信されたブロードキャスト パケッ
トの合計数

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.14.

ifLinkUpDownTrapEnable

リンク アップ / ダウン トラップのイ
ネーブル化

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.

ifHighSpeed

インターフェイス速度

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1

ifPromiscuousMode

インターフェイスが混合モードかど
うか

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.17.

ifConnectorPresent

インターフェイスに物理コネクタが
備わっているかどうか

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.

ifAlias

インターフェイスのエイリアス名

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.19.

ifCounterDiscontinuityTime

インターフェイス カウンタの中断時
間

IP-MIB（1.3.6.1.2.1.4）
1.3.6.1.2.1.4.1.

—

—

ipForwarding

1.3.6.1.2.1.4.20

ipAddrTable

IP 転送がイネーブルかどうか
—

—

索引

—

発信ブロードキャスト パケットの合
計数

• ipAdEntAddr

1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.

ipAdEntAddr

IP アドレス

1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.

ipAdEntIfIndex

インターフェイス インデックス

1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.

ipAdEntNetMask

サブネット マスク

1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.

ipAdEntBcastAddr

Broadcast address

1.3.6.1.2.1.4.20.1.5.

ipAdEntReasmMaxSize

リアセンブリ パケットの最大サイズ

NAT-MIB

NatAddressBindTable

show xlate state static detail
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MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
—

MIB オブジェクト
索引

CLI フィールドまたは説明
—

• ifIndex
• natAddrBindLocalAddrType
• natAddrBindLocalAddr

1.3.6.1.2.1.123.1.6.1.1.

natAddrBindLocalAddrType

1.3.6.1.2.1.123.1.6.1.2.

natAddrBindLocalAddr

1.3.6.1.2.1.123.1.6.1.3.

natAddrBindGlobalAddrType

1.3.6.1.2.1.123.1.6.1.4.

natAddrBindGlobalAddr

ipv4 または ipv6
global_addr

1.3.6.1.2.1.123.1.6.1.9.

natAddrBindSessions

この xlate を使用する接続数

1.3.6.1.2.1.123.0.1

natPackcketDiscard

NAT/PAT xlate の使用数がシステム限

ipv4 または ipv6
local_addr

度に達しました。

—

サポートされていないオブジェクト

—

• natAddrBindId
• natAddrBindTranslationEntity
• natAddrBindMapIndex
• natAddrBindType
• natAddrBindInTranslates
• natAddrBindOutTranslates

—

NatAddressPortBindTable

show xlate state portmap detail

—

索引

—

• ifIndex
• natAddrPortBindLocalAddrType
• natAddrPortBindLocalAddr
• natAddrPortBindLocalPort
• natAddrPortBindProtocol

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.

natAddrPortBindLocalAddrType

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.2.

natAddrPortBindLocalAddr

ipv4 または ipv6
local_addr

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.3.

natAddrPortBindLocalPort

local_port

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.4.

natAddrPortBindProtocol

TCP/UDP/IP

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.5.

natAddrPortBindGlobalAddrType

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.6.

natAddrPortBindGlobalAddr

ipv4 または ipv6
global_addr

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.7.

natAddrPortBindGlobalPort

global_port

1.3.6.1.2.1.123.1.8.1.1.12.

natAddrPortBindSessions

この xlate を使用する接続数
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表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
—

MIB オブジェクト
サポートされていないオブジェクト

CLI フィールドまたは説明
—

• natAddrPortBindId
• natAddrPortBindTranslationEntity
• natAddrPortBindMapIndex
• natAddrPortBindType
• natAddrPortBindInTranslates
• natAddrPortBindOutTranslates

SNMP-MIB（1.3.6.1.2.1.11）
1.3.6.1.2.1.11.1.

—

show snmp-server statistics

snmpInPkts

受信した着信パケットの合計数

1.3.6.1.2.1.11.2.

snmpOutPkts

送信された SNMP パケットの合計数

1.3.6.1.2.1.11.3.

snmpInBadVersions

不正な SNMP バージョンによるエ
ラー

1.3.6.1.2.1.11.4.

snmpInBadCommunityNames

不明なコミュニティ名

1.3.6.1.2.1.11.5.

snmpInBadCommunityUses

コミュニティ名に対する不正な操作

1.3.6.1.2.1.11.6.

snmpInASNParseErrs

符号化エラー

1.3.6.1.2.1.11.8.

snmpInTooBigs

値が大きすぎることによるエラー

1.3.6.1.2.1.11.9.

snmpInNoSuchNames

名前が存在しないことによるエラー

1.3.6.1.2.1.11.10.

snmpInBadValues

不正な値によるエラー

1.3.6.1.2.1.11.11.

snmpInReadOnlys

読み取り専用パケット

1.3.6.1.2.1.11.12.

snmpInGenErrs

一般的なエラー

1.3.6.1.2.1.11.13.

snmpInTotalReqVars

クエリーで要求された変数の合計数

1.3.6.1.2.1.11.14.

snmpInTotalSetVars

変更された変数の合計数

1.3.6.1.2.1.11.15.

snmpInGetRequests

受信した Get 要求の合計数

1.3.6.1.2.1.11.16.

snmpInGetNexts

受信した GetNext 要求の合計数

1.3.6.1.2.1.11.17.

snmpInSetRequests

受信した Set 要求の合計数

1.3.6.1.2.1.11.18.

snmpInGetResponses

受信した Get 応答の合計数

1.3.6.1.2.1.11.19.

snmpInTraps

受信したトラップの合計数

1.3.6.1.2.1.11.20.

snmpOutTooBigs

値が大きすぎることによるエラー

1.3.6.1.2.1.11.21.

snmpOutNoSuchNames

名前が存在しないことによるエラー

1.3.6.1.2.1.11.22.

snmpOutBadValues

不正な値によるエラー

1.3.6.1.2.1.11.24.

snmpOutGenErrs

一般的なエラー

1.3.6.1.2.1.11.25.

snmpOutGetRequests

生成された Get 要求の合計数

1.3.6.1.2.1.11.26.

snmpOutGetNexts

生成された GetNext 要求の合計数

1.3.6.1.2.1.11.27.

snmpOutSetRequests

生成された Set 要求の合計数

1.3.6.1.2.1.11.28.

snmpOutGetResponses

生成された GetNext 応答の合計数

1.3.6.1.2.1.11.29.

snmpOutTraps

生成されたトラップの合計数

1.3.6.1.2.1.11.30.

snmpEnableAuthenTraps

認証失敗トラップがイネーブルかど
うか
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MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
1.3.6.1.2.1.11.31.

MIB オブジェクト
snmpSilentDrops

CLI フィールドまたは説明

1.3.6.1.2.1.11.32.

snmpProxyDrops

プロキシによりドロップされたパ
ケット数

SYSTEM-MIB（1.3.6.1.2.1.1）
1.3.6.1.2.1.1.1.

—

—

sysDescr

システム説明

1.3.6.1.2.1.1.2.

sysObjectID

システム OID

1.3.6.1.2.1.1.3.

sysUpTime

システムの動作期間

1.3.6.1.2.1.1.4.

sysContact

システムの担当者

1.3.6.1.2.1.1.5.

sysName

システムの名前

1.3.6.1.2.1.1.6.

sysLocation

システムの場所

1.3.6.1.2.1.1.7.

sysServices

システムによって提供されるサービ
ス

TCP-MIB

tcpConnectionTable

show conn protocol tcp

—

索引

—

サイレント ドロップされたパケット
数

• tcpConnectionLocalAddressType
• tcpConnectionLocalAddress
• tcpConnectionLocalPort
• tcpConnectionRemAddressType
• tcpConnectionRemAddress
• tcpConnectionRemPort

1.3.6.1.2.1.6.19.1.1.

tcpConnectionLocalAddressType

1.3.6.1.2.1.6.19.1.2.

tcpConnectionLocalAddress

ipv4 または ipv6
local_addr

1.3.6.1.2.1.6.19.1.3.

tcpConnectionLocalPort

local_port

1.3.6.1.2.1.6.19.1.4.

tcpConnectionRemAddressType

1.3.6.1.2.1.6.19.1.5.

tcpConnectionRemAddress

ipv4 または ipv6
foreign_addr

1.3.6.1.2.1.6.19.1.6.

tcpConnectionRemPort

foreign_port

1.3.6.1.2.1.6.19.1.8

tcpConnectionProcess

プレースホルダ（常に 1）

—

サポートされていないオブジェクト

—

• tcpConnectionState

UDP-MIB
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udpEndpointTable

show conn protocol udp

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

付録 D

MIB と CLI コマンドの対応

表 D-1

MIB の詳細 /MIB オブジェクトと CLI コマンドの相互参照表 （続き）

MIB の詳細
—

MIB オブジェクト
索引

CLI フィールドまたは説明
—

• udpEndpointLocalAddressType
• udpEndpointLocalAddress
• udpEndpointLocalPort
• udpEndpointRemoteAddressType
• udpEndpointRemoteAddress
• udpEndpointRemotePort
• udpEndpointInstance

1.3.6.1.2.1.7.7.1.1.

udpEndpointLocalAddressType

1.3.6.1.2.1.7.7.1.2.

udpEndpointLocalAddress

ipv4 または ipv6
local_addr

1.3.6.1.2.1.7.7.1.3.

udpEndpointLocalPort

local_port

1.3.6.1.2.1.7.7.1.4.

udpEndpointRemoteAddressType

1.3.6.1.2.1.7.7.1.5.

udpEndpointRemoteAddress

ipv4 または ipv6
foreign_addr

1.3.6.1.2.1.7.7.1.6.

udpEndpointRemotePort

foreign_port

1.3.6.1.2.1.7.7.1.7.

udpEndpointInstance

常に 1 に設定されます。FWSM には
適用されません。

1.3.6.1.2.1.7.7.1.8.

udpEndpointProcess

プレースホルダ（常に 1）
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アドレス、プロトコル、およびポート
この付録では、IP アドレス、プロトコル、およびアプリケーションのクイック リファレンスを提供し
ます。この付録では、次の内容について説明します。

• 「IPv4 アドレスとサブネット マスク」（P.E-1）
• 「IPv6 アドレス」（P.E-5）
• 「プロトコルとアプリケーション」（P.E-11）
• 「TCP ポートおよび UDP ポート」（P.E-12）
• 「ローカル ポートとプロトコル」（P.E-15）
• 「ICMP タイプ」（P.E-16）

IPv4 アドレスとサブネット マスク
ここでは、FWSM で IPv4 を使用する方法について説明します。IPv4 アドレスはドット付き 10 進数表
記の 32 ビットの数値であり、バイナリから 10 進数に変換されドットで区切られた 4 つの 8 ビット
フィールド（オクテット）で構成されます。IP アドレスの最初の部分はホストが常駐するネットワー
クを示し、2 番目の部分は所定のネットワーク上の特定のホストを示します。ネットワーク番号フィー
ルドは、ネットワーク プレフィクスと呼ばれます。所定のネットワーク上のホストはすべて、同じ
ネットワーク プレフィクスを共有しますが、固有のホスト番号を持つ必要があります。クラスフル IP
では、アドレスのクラスがネットワーク プレフィクスとホスト番号の間の境界を決定します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「クラス」（P.E-2）
• 「プライベート ネットワーク」（P.E-2）
• 「サブネット マスク」（P.E-2）
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クラス
IP ホスト アドレスは、Class A、Class B、および Class C の 3 つの異なるアドレス クラスに分割され
ます。各クラスは、32 ビット アドレス内の異なるポイントで、ネットワーク プレフィクスとホスト番
号の間の境界を修正します。Class D アドレスは、マルチキャスト IP 用に予約されています。
• Class A アドレス（1.xxx.xxx.xxx ～ 126.xxx.xxx.xxx）は、最初のオクテットだけをネットワーク
プレフィクスとして使用します。

• Class B アドレス（128.0.xxx.xxx ～ 191.255.xxx.xxx）は、最初の 2 つのオクテットをネットワー
ク プレフィクスとして使用します。

• Class C アドレス（192.0.0.xxx ～ 223.255.255.xxx）は、最初の 3 つのオクテットをネットワーク
プレフィクスとして使用します。

Class A アドレスには 16,777,214 個のホスト アドレス、Class B アドレスには 65,534 個のホストがあ
るので、サブネット マスクを使用してこれらの膨大なネットワークを小さいサブネットに分割するこ
とができます。

プライベート ネットワーク
ネットワーク上に多数のアドレスが必要な場合、それらをインターネットでルーティングする必要がな
いときは、インターネット割り当て番号局（IANA）が推奨するプライベート IP アドレスを使用でき
ます（RFC 1918 を参照）。次のアドレス範囲が、アドバタイズされないプライベート ネットワークと
して指定されています。

• 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
• 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
• 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

サブネット マスク
サブネット マスクを使用すると、単一の Class A、B、または C ネットワークを複数のネットワークに
変換できます。サブネット マスクを使用して、ホスト番号からネットワーク プレフィクスにビットを
追加する拡張ネットワーク プレフィクスを作成することができます。たとえば、Class C ネットワーク
プレフィクスは常に、IP アドレスの最初の 3 つのオクテットで構成されます。一方、Class C 拡張ネッ
トワーク プレフィクスは、4 番目のオクテットの一部も使用します。
ドット付き 10 進数の代わりにバイナリ表記を使用している場合は、サブネット マスクを容易に理解で
きます。サブネット マスク内のビットには、インターネット アドレスとの 1 対 1 の対応関係がありま
す。

• IP アドレス内の対応するビットが拡張ネットワーク プレフィクスの一部である場合、ビットは 1
に設定されます。

• ビットがホスト番号の一部である場合、ビットは 0 に設定されます。
例 1：Class B アドレスが 129.10.0.0 の場合に 3 番目のオクテット全体をホスト番号ではなく拡張ネッ
トワーク プレフィクスとして使用するには、サブネット マスクとして
11111111.11111111.11111111.00000000 を指定する必要があります。このサブネット マスクによって、
Class B アドレスは、ホスト番号が最後のオクテットだけで構成される Class C アドレスに相当するも
のに変換されます。
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例 2：3 番目のオクテットの一部だけを拡張ネットワーク プレフィクスに使用する場合は、
11111111.11111111.11111000.00000000 のようなサブネット マスクを指定する必要があります。ここ
では、3 番目のオクテットのうち 5 ビットだけが拡張ネットワーク プレフィクスに使用されます。
サブネット マスクは、ドット付き 10 進数マスクまたは / ビット（「スラッシュ ビット」）マスクとして
記述できます。例 1 では、ドット付き 10 進数マスクに対して、各バイナリ オクテットを 10 進数の
255.255.255.0 に変換します。/ ビット マスクの場合は、1s: /24 の数値を追加します。例 2 では、10 進
数は 255.255.248.0 で、/ ビットは /21 です。

3 番目のオクテットの一部を拡張ネットワーク プレフィクスに使用して、複数の Class C ネットワーク
を大規模なネットワークにスーパーネット化することもできます。たとえば、192.168.0.0/20 などで
す。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「サブネット マスクの判別」（P.E-3）
• 「サブネット マスクで使用するアドレスの判別」（P.E-4）

サブネット マスクの判別
必要なホストの数に基づいてサブネット マスクを判別するには、表 E-1 を参照してください。
表 E-1

ホスト、ビット、およびドット付き 10 進数マスク

ホスト1

/ ビット マス
ク

ドット付き 10 進数マスク

16,777,216

/8

255.0.0.0 Class A ネットワーク

65,536

/16

32,768

/17

255.255.0.0 Class B ネットワーク
255.255.128.0

16,384

/18

255.255.192.0

8192

/19

255.255.224.0

4096

/20

255.255.240.0

2048

/21

255.255.248.0

1024

/22

255.255.252.0

512

/23

255.255.254.0

256

/24

128

/25

255.255.255.0 Class C ネットワーク
255.255.255.128

64

/26

255.255.255.192

32

/27

255.255.255.224

16

/28

255.255.255.240

8

/29

255.255.255.248

4

/30

255.255.255.252

使用不可

/31

255.255.255.254

1

/32

255.255.255.255 単一ホスト アドレス

1. 単一のホストを示す /32 を除き、サブネットの最初と最後の数は予約されています。
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サブネット マスクで使用するアドレスの判別
次の各項では、Class C サイズおよび Class B サイズのネットワークに対してサブネット マスクで使用
するネットワーク アドレスを判別する方法について説明します。ここでは、次の内容について説明し
ます。

• 「Class C サイズのネットワーク アドレス」（P.E-4）
• 「Class B サイズのネットワーク アドレス」（P.E-4）

Class C サイズのネットワーク アドレス
2 ～ 254 のホストを持つネットワークの場合、4 番目のオクテットは、0 から始まるホスト アドレスの
数の倍数になります。たとえば、8 つのホストを持つサブネット（/29）、192.168.0.x は次のようにな
ります。

マスク /29（255.255.255.248）での
サブネット

アドレス範囲1

192.168.0.0

192.168.0.0 ～ 192.168.0.7

192.168.0.8

192.168.0.8 ～ 192.168.0.15

192.168.0.16

192.168.0.16 ～ 192.168.0.31

…

…

192.168.0.248

192.168.0.248 ～ 192.168.0.255

1. サブネットの最初と最後のアドレスは予約されています。最初のサブネットの例では、
192.168.0.0 と 192.168.0.7 は使用できません。

Class B サイズのネットワーク アドレス
254 ～ 65,534 のホストを持つネットワークのサブネット マスクで使用するネットワーク アドレスを判
別するには、可能な拡張ネットワーク プレフィクスそれぞれについて 3 番目のオクテットの値を判別
する必要があります。たとえば、10.1.x.0 のようなアドレスをサブネット化することができます。ここ
で、最初の 2 つのオクテットは拡張ネットワーク プレフィクスで使用されるため固定されています。4
番目のオクテットは、すべてのビットがホスト番号に使用されるため、0 です。
3 つめのオクテットの値を決定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

65,536（3 番目と 4 番目のオクテットを使用するアドレスの合計）を必要なホスト アドレスの数で割っ
て、ネットワークから作成できるサブネットの数を計算します。
たとえば、65,536 を 4096 のホストで割ると、16 になります。
したがって、Class B サイズのネットワークでは、それぞれ 4096 個のアドレスを持つサブネットが 16
個できます。

ステップ 2

256（3 番目のオクテットの値の数）をサブネットの数で割って、3 番目のオクテット値の倍数を判別
します。
この例では、256/16 = 16 です。

3 番目のオクテットは、0 から始まる 16 の倍数になります。
したがって、ネットワーク 10.1 の 16 個のサブネットは次のようになります。
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マスク /20（255.255.240.0）でのサ
ブネット

アドレス範囲1

10.1.0.0

10.1.0.0 ～ 10.1.15.255

10.1.16.0

10.1.16.0 ～ 10.1.31.255

10.1.32.0

10.1.32.0 ～ 10.1.47.255

…

…

10.1.240.0

10.1.240.0 ～ 10.1.255.255

1. サブネットの最初と最後のアドレスは予約されています。最初のサブネットの例では、
10.1.0.0 と 10.1.15.255 は使用できません。

IPv6 アドレス
IPv6 は、IPv4 後の次世代インターネット プロトコルです。これにより、アドレス スペースの拡張、
ヘッダー形式の簡略化、拡張子とオプションのサポートの向上、フロー ラベル機能、および認証とプ
ライバシーの機能が提供されます。IPv6 については RFC 2460 で説明されています。IPv6 アドレッシ
ング アーキテクチャについては RFC 3513 で説明されています。
この項では、IPv6 アドレス形式およびアーキテクチャについて説明します。次の項目を取り上げます。

• 「IPv6 アドレス フォーマット」（P.E-5）
• 「IPv6 アドレス タイプ」（P.E-6）
• 「IPv6 アドレス プレフィクス」（P.E-11）

（注）

この項では、IPv6 アドレス形式、タイプ、およびプレフィクスについて説明します。IPv6 を使用する
ように FWSM を設定する方法については、第 10 章「IPv6 の設定」を参照してください。

IPv6 アドレス フォーマット
IPv6 アドレスは、x:x:x:x:x:x:x:x のように、コロン（:）で区切られた 8 つの一連の 16 ビット 16 進数
フィールドとして表されます。次に、IPv6 アドレスの例を 2 つ示します。
• 2001:0DB8:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210
• 2001:0DB8:0000:0000:0008:0800:200C:417A

（注）

IPv6 アドレスの 16 進文字は大文字と小文字が区別されません。
アドレスの個々のフィールドに先行ゼロを含める必要はありません。ただし、各フィールドに少なくと
も 1 桁を含める必要があります。したがって、例のアドレス
2001:0DB8:0000:0000:0008:0800:200C:417A は、左から 3 番目～ 6 番目のフィールドから先行ゼロを
削除して、2001:0DB8:0:0:8:800:200C:417A のように短縮することができます。ゼロだけを含む
フィールド（左から 3 番目と 4 番目のフィールド）は、単一のゼロに短縮されています。左から 5 番目
のフィールドでは、3 つの先行ゼロが削除され、単一の 8 がフィールドに残されています。左から 6 番
目のフィールドでは、1 つの先行ゼロが削除され、800 がフィールドに残されています。
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IPv6 アドレスには、ゼロの 16 進数フィールドがいくつか連続して含まれていることがよくあります。
IPv6 アドレスの先頭、中間、または末尾で 2 つのコロン（::）を使用して、ゼロの連続フィールドを圧
縮することができます（コロンは、ゼロの 16 進数フィールドが連続していることを表します）。表 E-2
に、さまざまなタイプの IPv6 アドレスでのアドレス圧縮の例をいくつか示します。
表 E-2

IPv6 アドレスの圧縮例

アドレスのタ
イプ
標準形式

（注）

圧縮形式

ユニキャス
ト

2001:0DB8:0:0:0:BA98:0:3210 2001:0DB8::BA98:0:3210

マルチキャ
スト

FF01:0:0:0:0:0:0:101

FF01::101

ループバッ
ク

0:0:0:0:0:0:0:1

::1

未指定

0:0:0:0:0:0:0:0

::

ゼロのフィールドが連続することを表す 2 つのコロン（::）は、IPv6 アドレスの中で一度だけ使用でき
ます。

IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を含む環境に対処するため、別の IPv6 形式がよく使用されます。
その形式は x:x:x:x:x:x:y.y.y.y です。ここで、x は IPv6 アドレスの 6 つの高次の部分の 16 進数値を表
し、y はアドレスの 32 ビット IPv4 部分（IPv6 アドレスの残りの 2 つの 16 ビット部分を占める）の 10
進数値を表します。たとえば、IPv4 アドレス 192.168.1.1 は、IPv6 アドレス
0:0:0:0:0:0:FFFF:192.168.1.1 または ::FFFF:192.168.1.1 として表すことができます。

IPv6 アドレス タイプ
次に、IPv6 アドレスの 3 つの主なタイプを示します。

• ユニキャスト：ユニキャスト アドレスは、単一インターフェイスの識別子です。ユニキャスト ア
ドレスに送信されたパケットは、そのアドレスで示されたインターフェイスに送信されます。1 つ
のインターフェイスに複数のユニキャスト アドレスが割り当てられている場合もあります。

• マルチキャスト：マルチキャスト アドレスは、インターフェイスのセットを表す識別子です。マ
ルチキャスト アドレスに送信されたパケットは、そのアドレスで示されたすべてのアドレスに送
信されます。

• エニーキャスト：エニーキャスト アドレスは、インターフェイスのセットを表す識別子です。マ
ルチキャスト アドレスと違い、エニーキャスト アドレスに送信されたパケットは、ルーティング
プロトコルの距離測定によって判別された「最も近い」インターフェイスにだけ送信されます。

（注）

IPv6 にはブロードキャスト アドレスはありません。マルチキャスト アドレスにブロードキャスト機能
があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ユニキャスト アドレス」（P.E-7）
• 「マルチキャスト アドレス」（P.E-9）
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• 「エニーキャスト アドレス」（P.E-10）
• 「必須アドレス」（P.E-10）

ユニキャスト アドレス
この項では、IPv6 ユニキャスト アドレスについて説明します。ユニキャスト アドレスは、ネットワー
ク ノード上のインターフェイスを識別します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「グローバル アドレス」（P.E-7）
• 「サイトローカル アドレス」（P.E-7）
• 「リンクローカル アドレス」（P.E-7）
• 「IPv4 互換 IPv6 アドレス」（P.E-8）
• 「未指定アドレス」（P.E-8）
• 「ループバック アドレス」（P.E-8）
• 「インターフェイス識別子」（P.E-9）
グローバル アドレス

IPv6 グローバル ユニキャスト アドレスの一般的な形式では、グローバル ルーティング プレフィクス、
サブネット ID、インターフェイス ID の順に並んでいます。グローバル ルーティング プレフィクスは、
別の IPv6 アドレス タイプによって予約されていない任意のプレフィクスです（IPv6 アドレス タイプ
プレフィクスについては、「IPv6 アドレス プレフィクス」（P.E-11）を参照してください）。
バイナリ 000 で始まるものを除くすべてのグローバル ユニキャスト アドレスが、Modified EUI-64 形
式で 64 ビットのインターフェイス ID を持っています。インターフェイス識別子用の Modified EUI-64
形式の詳細については、「インターフェイス識別子」（P.E-9）を参照してください。
バイナリ 000 で始まるグローバル ユニキャスト アドレスには、アドレスのインターフェイス ID 部分
のサイズまたは構造に対する制約がありません。このタイプのアドレスの一例として、IPv4 アドレス
が埋め込まれた IPv6 アドレスがあります（「IPv4 互換 IPv6 アドレス」（P.E-8）を参照）。

サイトローカル アドレス
サイトローカル アドレスは、サイト内のアドレッシングに使用されます。このアドレスを使用すると、
グローバルに固有なプレフィクスを使用せずにサイト全体をアドレッシングすることができます。サイ
トローカル アドレスでは、プレフィクス FEC0::/10、54 ビット サブネット ID、64 ビット インター
フェイス ID（Modified EUI-64 形式）の順に並んでいます。
サイトローカル ルータは、サイト外の送信元または宛先にサイトローカル アドレスを持つパケットを
転送しません。したがって、サイトローカル アドレスは、プライベート アドレスと見なされます。

リンクローカル アドレス
すべてのインターフェイスに、少なくとも 1 つのリンクローカル アドレスが必要です。インターフェ
イスごとに複数の IPv6 アドレスを設定できますが、設定できるリンクローカル アドレスは 1 つだけで
す。
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リンクローカル アドレスは、Modified EUI-64 形式でリンクローカル プレフィクス FE80::/10 とイン
ターフェイス識別子を使用して任意のインターフェイスで自動的に設定できる IPv6 ユニキャスト アド
レスです。リンクローカル アドレスは、ネイバー探索プロトコルとステートレス自動設定プロセスで
使用されます。リンクローカル アドレスを持つノードは、通信が可能です。これらのノードは通信に
サイトローカル アドレスまたはグローバルに固有なアドレスを必要としません。
ルータは、送信元または宛先にリンクローカル アドレスを持つパケットを送信しません。したがって、
リンクローカル アドレスは、プライベート アドレスと見なされます。

IPv4 互換 IPv6 アドレス
IPv4 アドレスを組み込むことができる IPv6 アドレスのタイプは 2 つあります。
最初のタイプは、
「IPv4 互換 IPv6 アドレス」です。IPv6 移行メカニズムには、ホストとルータが IPv4
ルーティング インフラストラクチャで IPv6 パケットを動的にトンネリングする技術が含まれていま
す。この技術を使用する IPv6 ノードには、低次 32 ビットでグローバル IPv4 アドレスを伝送する特別
な IPv6 ユニキャスト アドレスが割り当てられます。このタイプのアドレスは「IPv4 互換 IPv6 アドレ
ス」と呼ばれ、形式は ::y.y.y.y です。この y.y.y.y は IPv4 ユニキャスト アドレスになります。

（注） 「IPv4 互換 IPv6 アドレス」で使用する IPv4 アドレスは、グローバルに固有な IPv4 ユニキャスト アド
レスである必要があります。

埋め込み IPv4 アドレスを保持する 2 番目のタイプの IPv6 アドレスは、「IPv4 マッピング IPv6 アドレ
ス」と呼ばれます。このアドレス タイプは、IPv4 ノードのアドレスを IPv6 アドレスとして表すために
使用されます。このタイプのアドレス形式は ::FFFF:y.y.y.y です。ここで、y.y.y.y は IPv4 ユニキャス
ト アドレスです。

未指定アドレス
未指定アドレス 0:0:0:0:0:0:0:0 は、IPv6 アドレスがないことを示しています。たとえば、IPv6 ネット
ワーク上の新規に初期化されたノードは、IPv6 アドレスを受け取るまで、パケット内で未指定アドレ
スを送信元アドレスとして使用できます。

（注）

IPv6 未指定アドレスをインターフェイスに割り当てることはできません。未指定 IPv6 アドレスは、
IPv6 パケット内の宛先アドレスまたは IPv6 ルーティング ヘッダーとして使用しないでください。

ループバック アドレス
ループバック アドレス 0:0:0:0:0:0:0:1 は、ノードが IPv6 パケットをそれ自体に送信するために使用で
きます。IPv6 のループバック アドレスは、IPv4 のループバック アドレス（127.0.0.1）と同じように
機能します。

（注）
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IPv6 ループバック アドレスを物理インターフェイスに割り当てることはできません。送信元または宛
先のアドレスとして IPv6 ループバック アドレスを含むパケットは、そのパケットを作成したノードの
外には転送できません。IPv6 ルータは、送信元または宛先のアドレスとして IPv6 ループバック アドレ
スを含むパケットを転送しません。
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インターフェイス識別子

IPv6 ユニキャスト アドレス内のインターフェイス識別子は、リンク上でインターフェイスを識別する
ために使用されます。これらの識別子は、サブネット プレフィクス内で固有である必要があります。
多くの場合、インターフェイス識別子はインターフェイス リンク層アドレスから導出されます。各イ
ンターフェイスが異なるサブネットに接続されていれば、単一ノードの複数のインターフェイスで同一
のインターフェイス識別子を使用することもできます。
バイナリ 000 で始まるものを除くすべてのユニキャスト アドレスで、インターフェイス識別子は、64
ビットの長さで Modified EUI-64 形式で構築されている必要があります。Modified EUI-64 形式は、ア
ドレス内のユニバーサル / ローカル ビットを逆にし、MAC アドレスの上の 3 つのバイトと下の 3 つの
バイトの間に 16 進数 FFFE を挿入することによって、48 ビット MAC アドレスから作成されます。
たとえば、MAC アドレスが 00E0.b601.3B7A のインターフェイスの場合、64 ビット インターフェイ
ス ID は 02E0:B6FF:FE01:3B7A になります。

マルチキャスト アドレス
IPv6 マルチキャスト アドレスは、通常は異なるノード上にある、インターフェイスのグループの識別
子です。マルチキャスト アドレスに送信されたパケットは、マルチキャスト アドレスが示すすべての
インターフェイスに配信されます。1 つのインターフェイスが任意の数のマルチキャスト グループに属
すことができます。
IPv6 マルチキャスト アドレスのプレフィクスは FF00::/8（1111 1111）です。オクテットとそれに続く
プレフィクスは、マルチキャスト アドレスのタイプとスコープを定義します。永続的に割り当てられ
た（「周知の」）マルチキャスト アドレスには、0 に等しいフラグ パラメータがあり、一時的な（「過
渡」）マルチキャスト アドレスには 1 に等しいフラグ パラメータがあります。ノード、リンク、サイ
ト、または組織のスコープ、またはグローバル スコープを持つマルチキャスト アドレスのスコープ パ
ラメータはそれぞれ、1、2、5、8、または E です。たとえば、プレフィクスが FF02::/16 のマルチ
キャスト アドレスは、リンク スコープを持つ永続マルチキャスト アドレスです。図 E-1 に、IPv6 マル
チキャスト アドレスの形式を示します。
図 E-1

IPv6 マルチキャスト アドレス フォーマット

128 ࡆ࠶࠻
ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ ID

0

F

F

8 ࡆ࠶࠻

4 ࡆ࠶࠻ 4 ࡆ࠶࠻
ࡈࠣ

ࠬࠦࡊ

8 ࡆ࠶࠻

ࡈࠣ =

᳗⛯⊛ߥ႐วߪ 0
৻ᤨ⊛ߥ႐วߪ 1

1 = ࡁ࠼
2 = ࡦࠢ
▸࿐ = 4 = ▤ℂ
5 = ࠨࠗ࠻
8 = ⚵❱
E = ࠣࡠࡃ࡞

92617

1111 1111

IPv6 ノード（ホストとルータ）は、次のマルチキャスト グループに参加する必要があります。
• All Nodes マルチキャスト アドレス：
– FF01::（インターフェイスローカル）
– FF02::（リンクローカル）
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• ノード FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX/104 上の各 IPv6 ユニキャスト アドレスおよびエニーキャス
ト アドレスの送信要求ノード アドレス。ここで、XX:XXXX は低次 24 ビットのユニキャスト ア
ドレスまたはエニーキャスト アドレスです。

（注）

送信要求ノード アドレスは、ネイバー送信要求メッセージで使用されます。

IPv6 ルータは、次のマルチキャスト グループに参加する必要があります。
• FF01::2（インターフェイスローカル）
• FF02::2（リンクローカル）
• FF05::2（サイトローカル）
マルチキャスト アドレスは、IPv6 パケットで送信元アドレスとして使用できません。

（注）

IPv6 にはブロードキャスト アドレスはありません。IPv6 マルチキャスト アドレスがブロードキャスト
アドレスの代わりに使用されます。

エニーキャスト アドレス
IPv6 エニーキャスト アドレスは、複数のインターフェイス（通常は異なるノードに属す）に割り当て
られたユニキャスト アドレスです。エニーキャスト アドレスにルーティングされたパケットは、その
アドレスを持ち、有効なルーティング プロトコルによって最も近いと判別されたインターフェイスに
ルーティングされます。
エニーキャスト アドレスは、ユニキャスト アドレス スペースから割り当てられます。エニーキャスト
アドレスは、複数のインターフェイスに割り当てられたユニキャスト アドレスにすぎません。イン
ターフェイスは、アドレスをエニーキャスト アドレスとして認識するように設定されている必要があ
ります。
エニーキャスト アドレスには次の制限が適用されます。

• エニーキャスト アドレスは、IPv6 パケットの送信元アドレスとして使用できません。
• エニーキャスト アドレスは、IPv6 ホストに割り当てることはできません。IPv6 ルータにだけ割り
当てることができます。

（注）

FWSM では、エニーキャスト アドレスはサポートされていません。

必須アドレス
IPv6 ホストには、少なくとも次のアドレスが（自動または手動で）設定されている必要があります。
• 各インターフェイスのリンクローカル アドレス
• ループバック アドレス
• All-Nodes マルチキャスト アドレス
• 各ユニキャスト アドレスまたはエニーキャスト アドレスの送信要求ノード マルチキャスト アドレ
ス

IPv6 ルータには、少なくとも次のアドレスが（自動または手動で）設定されている必要があります。
• 必須ホスト アドレス
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• ルータとして動作するように設定されているすべてのインターフェイスのサブネットルータ エ
ニーキャスト アドレス

• All-Routers マルチキャスト アドレス

IPv6 アドレス プレフィクス
IPv6 アドレス プレフィクスは、ipv6-prefix/prefix-length の形式で、アドレス スペース全体のビット
連続ブロックを表すために使用できます。IPv6-prefix は、RFC 2373 に記述されている形式にする必要
があります。コロン区切りの 16 ビット値を使用して、アドレスを 16 進数で指定します。プレフィク
ス長は、アドレスのうち連続する上位何ビットがプレフィクス（アドレスのネットワーク部）を構成す
るかを示す 10 進数値です。たとえば、2001:0DB8:8086:6502::/32 は IPv6 プレフィクスとして有効で
す。
IPv6 プレフィクスは、IPv6 アドレスのタイプを特定します。表 E-3 に、各 IPv6 アドレス タイプのプ
レフィクスを示します。
表 E-3

IPv6 アドレス タイプのプレフィクス

アドレスのタイプ

バイナリ プレフィ
クス

未指定

000...0（128 ビッ

IPv6 表記
::/128

ト）

000...1（128 ビッ

ループバック

::1/128

ト）
マルチキャスト

11111111

FF00::/8

リンクローカル（ユ
ニキャスト）

1111111010

FE80::/10

サイトローカル（ユ
ニキャスト）

1111111111

FEC0::/10

グローバル（ユニ
キャスト）

その他すべてのアドレス。

エニーキャスト

ユニキャスト アドレス スペースから
取得。

プロトコルとアプリケーション
表 E-4 に、プロトコルのリテラル値とポート番号を示します。いずれも FWSM のコマンドで入力でき
ます。
表 E-4

プロトコルのリテラル値

リテ
ラル

値

ah

51

eigrp

88

説明

IPv6 の認証ヘッダー（RFC 1826）。
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
（Enhanced IGRP）。
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表 E-4

プロトコルのリテラル値 （続き）

リテ
ラル

値

説明

esp

50

IPv6 の Encapsulated Security Payload（カプセル化セ
キュリティ ペイロード）（RFC 1827）。

gre

47

Generic Routing Encapsulation（総称ルーティング カ
プセル化）。

icmp

1

Internet Control Message Protocol（インターネット制
御メッセージ プロトコル）（RFC 792）。

icmp6 58

IPv6 の Internet Control Message Protocol（インター
ネット制御メッセージ プロトコル）（RFC 2463）。

igmp

2

Internet Group Management Protocol（インターネット
グループ管理プロトコル）（RFC 1112）。

igrp

9

Interior Gateway Routing Protocol。

ip

0

Internet Protocol（インターネット プロトコル）。

ipinip 4

IP-in-IP カプセル化。

ipsec

50

IP セキュリティ。ipsec プロトコル リテラルを入力す
ると、esp プロトコル リテラルを入力した場合と同じ

nos

94

結果が得られます。

Network Operating System（ネットワーク OS）
（Novell の NetWare）。

ospf

89

OSPF ルーティング プロトコル（RFC 1247）。

pcp

108

ペイロード圧縮プロトコル

pim

103

Protocol Independent Multicast。

pptp

47

Point-to-Point Tunneling Protocol（ポイントツーポイ
ント トンネリング プロトコル）。pptp プロトコル リテ
ラルを入力すると、gre プロトコル リテラルを入力し
た場合と同じ結果が得られます。

snp

109

Sitara Networks Protocol。

tcp

6

Transmission Control Protocol（伝送制御プロトコル）
（RFC 793）。

udp

17

User Datagram Protocol（ユーザ データグラム プロト
コル）（RFC 768）。

プロトコル番号は、次の IANA Web サイトでオンラインで確認できます。

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

TCP ポートおよび UDP ポート
表 E-5 に、リテラル値とポート番号を示します。いずれも FWSM のコマンドで入力できます。次の警
告を参照してください。

• FWSM では、ポート 1521 が SQL*Net に使用されます。これは、Oracle が SQL*Net に使用する
デフォルトのポートです。ただし、この値は IANA ポート割り当てとは一致しません。
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• FWSM は、ポート 1645 および 1646 で RADIUS を待ち受けます。RADIUS サーバが標準ポート
1812 および 1813 を使用している場合は、authentication-port コマンドと accounting-port コマ
ンドを使用して、これらのポートで待ち受けるように FWSM を設定することができます。
• DNS アクセスにポートを割り当てるには、dns ではなく domain リテラル値を使用します。dns を
使用した場合、FWSM では dnsix 文字名が使用されたと見なされます。
ポート番号は、次の URL で IANA の Web サイトにアクセスしてオンラインで参照できます。

http://www.iana.org/assignments/port-numbers
表 E-5

ポートのリテラル値

aol

TCP または
UDP
値
TCP
5190

bgp

TCP

179

Border Gateway Protocol（ボーダー ゲートウェイ プ
ロトコル）（RFC 1163）。

biff

UDP

512

新しいメールの受信をユーザに通知するために、
メール システムが使用します。

bootpc

UDP

68

Bootstrap Protocol Client（ブートストラップ プロト

bootps

UDP

67

chargen

TCP

19

Character Generator

citrix-ica

TCP

1494

Citrix Independent Computing Architecture（ICA）

cmd

TCP

514

cmd は自動認証機能がある点を除いて、exec と同様

ctiqbe

TCP

2748

Computer Telephony Interface Quick Buffer
Encoding。

daytime

TCP

13

discard

TCP、UDP

9

Day time（日時）（RFC 867）。
Discard

domain

TCP、UDP
UDP

53

DNS

195

DNSIX Session Management Module Audit
Redirector（DNSIX セッション管理モジュール監査

リテラル

説明

America Online（アメリカ オンライン）。

コル クライアント）

Bootstrap Protocol Server（ブートストラップ プロト
コル サーバ）

プロトコル。
です。

dnsix

リダイレクタ）。

7

Echo

exec

TCP、UDP
TCP

512

リモート プロセスの実行。

finger

TCP

79

Finger

ftp

TCP

21

ftp-data

TCP

20

echo

File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）
（コントロール ポート）。
File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）
（データ ポート）。

gopher

TCP

70

Gopher

https

TCP

443

HTTP over SSL

h323

TCP

1720

H.323 コール シグナリング。

hostname

TCP

101

NIC ホスト ネーム サーバ。
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表 E-5

ポートのリテラル値 （続き）

ident

TCP または
UDP
値
TCP
113

ID 認証サービス。

imap4

TCP

143

Internet Message Access Protocol バージョン 4。

irc

TCP

194

Internet Relay Chat Protocol（インターネット リ

リテラル

説明

レー チャット プロトコル）。

isakmp

UDP

500

kerberos

750

klogin

TCP、UDP
TCP

Internet Security Association and Key Management
Protocol。
Kerberos

543

KLOGIN

kshell

TCP

544

Korn Shell（Korn シェル）。

ldap

TCP

389

Lightweight Directory Access Protocol。

ldaps

TCP

636

Lightweight Directory Access Protocol（ライトウェ
イト ディレクトリ アクセス プロトコル）（SSL）。

lpd

TCP

515

login

TCP

513

リモート ログイン。

lotusnotes

TCP

1352

IBM Lotus Notes。

mobile-ip

UDP

434

MobileIP-Agent。

nameserver

UDP

42

Host Name Server（ホスト ネーム サーバ）。

netbios-ns

UDP

137

NetBIOS Name Service（NetBIOS ネーム サービ

Line Printer Daemon （ライン プリンタ デーモン）
（プリンタ スプーラー）。

ス）。

netbios-dgm

UDP

138

NetBIOS Datagram Service（NetBIOS データグラム
サービス）。

netbios-ssn

TCP

139

NetBIOS Session Service（NetBIOS セッション
サービス）。

nntp

TCP

119

Network News Transfer Protocol。

ntp

UDP

123

Network Time Protocol（ネットワーク タイム プロ
トコル）。

pcanywhere-status

UDP

5632

pcAnywhere ステータス。

pcanywhere-data

TCP

5631

pcAnywhere データ。

pim-auto-rp

TCP、UDP

496

Protocol Independent Multicast、逆パス フラッド、

pop2

TCP

109

Post Office Protocol（POP）Version 2。

pop3

TCP

110

Post Office Protocol（POP）Version 3。

pptp

TCP

1723

Point-to-Point Tunneling Protocol（ポイントツーポ
イント トンネリング プロトコル）。

radius

UDP

1645

Remote Authentication Dial-In User Service（リモー

デンス モード。

ト認証ダイヤルイン ユーザ サービス）。

radius-acct

UDP

1646

Remote Authentication Dial-In User Service（リモー
ト認証ダイヤルイン ユーザ サービス）（アカウン
ティング）。
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表 E-5

リテラル

rip

ポートのリテラル値 （続き）

TCP または
UDP
値
UDP
520

説明

Routing Information Protocol（ルーティング情報プ
ロトコル）。

secureid-udp

UDP

5510

smtp

TCP

25

SecureID over UDP。
Simple Mail Transport Protocol（シンプル メール転
送プロトコル）。

snmp

UDP

161

snmptrap

UDP

162

簡易ネットワーク管理プロトコル

Simple Network Management Protocol（簡易ネット
ワーク管理プロトコル）（トラップ）。

sqlnet

TCP

1521

Structured Query Language Network （構造化照会言
語ネットワーク）。

ssh

TCP

22

セキュア シェル

sunrpc (rpc)

TCP、UDP
UDP

111

Sun Remote Procedure Call。

514

システム ログ。

tacacs

TCP、UDP

49

Terminal Access Controller Access Control System
Plus

talk

517

Talk。

telnet

TCP、UDP
TCP

23

RFC 854 Telnet。

tftp

UDP

69

Trivial File Transfer Protocol（簡易ファイル転送プ

Syslog

ロトコル）。

time

UDP

37

時間

uucp

TCP

540

UNIX-to-UNIX Copy Program（UNIX 間コピー プ
ログラム）。

who

UDP

513

Who。

whois

TCP

43

Who Is。

www

TCP

80

World Wide Web（ワールドワイド ウェブ）。

xdmcp

UDP

177

X Display Manager Control Protocol。

ローカル ポートとプロトコル
表 E-6 に、FWSM 宛てに送信されたトラフィックを処理するために FWSM がオープンするプロトコ
ル、TCP ポート、および UDP ポートを示します。表 E-6 に示された機能とサービスをイネーブルにし
ないと、FWSM はローカル プロトコル、TCP ポート、UDP ポートをいずれもオープンしません。
FWSM でデフォルトのリスニング プロトコルまたはポートをオープンするには、機能またはサービス
を設定する必要があります。多くの場合、機能またはサービスをイネーブルにすると、デフォルト
ポート以外のポートを設定できます。
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表 E-6

機能とサービスによって開かれるプロトコルとポート

機能またはサービス

プロトコル

ポート番号

コメント

DHCP

UDP

—

フェールオーバー制
御

108

67、68
N/A

—

HTTP

TCP

80

—

HTTPS

TCP

443

—

ICMP

1

N/A

—

IGMP

2

N/A

プロトコルは宛先 IP アドレス 224.0.0.1 だ
けで開かれます。

ISAKMP/IKE

UDP

500

設定可能。

IPSec (ESP)

50

N/A

—

NTP

UDP

123

—

OSPF

89

N/A

プロトコルは宛先 IP アドレス 224.0.0.5 お
よび 224.0.0.6 だけで開かれます。

PIM

103

N/A

プロトコルは宛先 IP アドレス 224.0.0.13
だけで開かれます。

RIP

UDP

520

—

RIPv2

UDP

520

ポートは宛先 IP アドレス 224.0.0.9 だけで
開かれます。

SNMP

UDP

161

設定可能。

SSH

TCP

22

—

ステートフル アップ
デート

105

N/A

—

Telnet

TCP

23

—

ICMP タイプ
表 E-7 に、FWSM のコマンドで入力できる ICMP タイプの番号と名前を示します。
表 E-7

E-16

ICMP タイプ

ICMP 番号
0

ICMP 名
echo-reply

3

unreachable

4

source-quench

5

redirect

6

alternate-address

8

echo

9

router-advertisement

10

router-solicitation

11

time-exceeded
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アドレス、プロトコル、およびポート

ICMP タイプ

表 E-7

ICMP タイプ （続き）

ICMP 番号
12

ICMP 名
parameter-problem

13

timestamp-request

14

timestamp-reply

15

information-request

16

information-reply

17

mask-request

18

mask-reply

31

conversion-error

32

mobile-redirect
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アドレス、プロトコル、およびポート

ICMP タイプ

E-18
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数値 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | あ | い | う | お | か | き | く |
こ|さ|し|す|せ|た|て|と|ね|の|は|ひ|ふ|へ|ほ|ま|め|も|ゆ|り|る|れ|

数値
3DES

DES を参照してください。

A
AAA

Authentication, Authorization, and Accounting（認証、認可、アカウンティング）。TACACS+ およ
び RADIUS も参照してください。

ABR

Area Border Router（エリア境界ルータ）。OSPF における、複数エリアへのインターフェイスを備
えたルータです。

ASBR

Autonomous System Boundary Router（自律システム境界ルータ）。

ACE

Access Control Entry（アクセス コントロール エントリ）。コンフィギュレーションに入力される情
報です。この情報を使用して、インターフェイス上で許可または拒否するトラフィックのタイプを
指定することができます。デフォルトでは、明示的に許可されていないトラフィックは拒否されま
す。

ACL

Access Control List（アクセス コントロール リスト）。ACE の集合。ACL を使用して、インター
フェイス上で許可するトラフィックのタイプを指定することができます。デフォルトでは、明示的
に許可されていないトラフィックは拒否されます。ACL は、通常、着信トラフィックの送信元であ
るインターフェイスに対して適用されます。rule および発信 ACL も参照してください。

ActiveX

モバイルまたはポータブル プログラムの作成に使用される、オブジェクト指向プログラミング テク
ノロジーとツールのセット。ActiveX プログラムは Java アプレットとほぼ同等のものです。

AES

Advanced Encryption Standard（高度暗号規格）。情報を暗号化および復号化できる対称ブロック暗
号です。AES アルゴリズムでは、128、192、および 256 ビットの暗号キーを使用して、データを
128 ビットのブロックで暗号化および復号化できます。DES も参照してください。

AH

Authentication Header（認証ヘッダー）。データの整合性、認証、およびリプレイ検出を保証する IP
プロトコル（タイプ 51）です。AH は、保護対象のデータ（完全 IP データグラムなど）に埋め込ま
れます。AH は、単体でも ESP と組み合わせても使用できます。AH は旧式の IPSec プロトコルで、
ほとんどのネットワークでは ESP ほど重要ではありません。AH は認証サービスを提供しますが、
暗号化サービスは提供しません。AH は、authentication と暗号化の両方を提供する ESP をサポート
しない IPSec ピアとの互換性を保証するために用意されています。暗号化および VPN も参照してく
ださい。RFC 2402 を参照してください。

A レコード アドレス 「A」はアドレスを表します。DNS で名前からアドレスにマッピングされたレコードを指します。
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ARP

Address Resolution Protocol（アドレス解決プロトコル）。ハードウェア アドレスまたは MAC アド
レスを IP アドレスにマッピングする低レベルの TCP/IP プロトコルです。ハードウェア アドレスの
例として、00:00:a6:00:01:ba があります。最初の 3 つの文字グループ（00:00:a6 ）は製造元を示し、
残りの文字（00:01:ba）はシステム カードを示します。ARP は RFC 826 で定義されています。

ASA

Adaptive Security Algorithm（アダプティブ セキュリティ アルゴリズム）。FWSM で検査の実行に
使用されます。ASA では、内部システムおよびアプリケーションそれぞれに対して明示的に設定を
行わなくても、単方向（内部から外部へ）の接続が可能です。インスペクション エンジンも参照し
てください。

ASA

Adaptive Security Appliance（アダプティブ セキュリティ アプライアンス）。

ASDM

Adaptive Security Device Manager。単一の FWSM を管理および設定するためのアプリケーション
です。

authentication

ユーザの ID とデータの整合性を検証する暗号プロトコルおよびサービス。IPSec フレームワークの
機能の 1 つです。認証により、データストリームの整合性が確保され、搬送中に改ざんされないこ
とが保証されます。また、認証により、データストリームの発信元が確認されます。AAA、暗号化、
VPN も参照してください。

B
BGP

Border Gateway Protocol（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）。BGP は、TCP/IP ネットワーク内
のドメイン間ルーティングを実行します。BGP はエクステリア ゲートウェイ プロトコルです。つま
り、複数の自律システムまたはドメイン間のルーティングを実行し、他の BGP システムとルーティ
ング情報やアクセス情報を交換します。FWSM は BGP をサポートしません。EGP も参照してくだ
さい。

BLT ストリーム

Bandwidth Limited Traffic ストリーム。帯域幅が制限されたストリームまたはパケット フローです。

BOOTP

Bootstrap Protocol（ブートストラップ プロトコル）。ディスクレス ワークステーションがネット
ワークを介してブートできるプロトコルで、RFC 951 および RFC 1542 で定義されています。

BPDU

Bridge Protocol Data Unit（ブリッジ プロトコル データ ユニット）。ネットワーク内のブリッジ間で
情報を交換するために設定可能な間隔で送出される、スパニングツリー プロトコルの hello パケッ
ト。プロトコル データ ユニットは、パケットに相当する OSI 用語です。

C
CA

Certificate Authority、Certification Authority（認証局）。証明書の発行と無効化に責任を負う第三者
機関です。CA の公開キーを持つ各デバイスは、その CA によって発行された証明書を持つデバイス
を認証できます。CA という用語が CA サービスを提供するソフトウェアを指す場合もあります。証
明書、CRL、公開キー、RA も参照してください。

CBC

Cipher Block Chaining（暗号ブロック連鎖）。アルゴリズムの暗号化強度を高める暗号技術です。
CBC には、暗号化を開始するための初期ベクトル（IV）が必要です。IV は、IPSec パケットで明示
的に与えられます。

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol（チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル）。

CLI

Command-Line Interface（コマンドライン インターフェイス）。FWSM に対するコンフィギュレー
ション コマンドやモニタリング コマンドを入力するための主要インターフェイス。
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CPU

Central Processing Unit（中央処理装置）。メイン プロセッサです。

CRC

Cyclical Redundancy Check（巡回冗長検査）。エラーチェック手法。この手法では、フレームの受信
側がフレームの内容に生成多項式の除算を適用して剰余を計算し、それを送信側ノードがフレーム
に保存した値と比較します。

CRL

Certificate Revocation List（証明書失効リスト）。特定の CA が発行する、最新の無効化されたすべ
ての証明書をリストしたデジタル署名メッセージです。これは、店舗が盗難に遭ったカード番号の
帳簿を使用して、悪用されたクレジット カードを拒否するしくみに似ています。証明書は、無効に
されると CRL に追加されます。証明書を使用する認証を実装する場合、CRL を使用するかどうかを
選択できます。CRL を使用すると、証明書が期限満了になる前に簡単に無効にできますが、一般に
CRL は、CA または RA だけが管理します。CRL を使用している場合は、認証要求時に CA または
RA への接続が使用できないと、認証要求が失敗します。CA、証明書、公開キー、RA も参照して
ください。

CRV

Call Reference Value。H.225.0 によって、2 つのエンティティ間でシグナリングされるコール レッ
グの区別に使用されます。

CTIQBE

Computer Telephony Interface Quick Buffer Encoding。Cisco CallManager と CTI の TAPI および
JTAPI アプリケーションの間の IP テレフォニーで使用されるプロトコルです。CTIQBE は、
TAPI/JTAPI プロトコルの検査モジュールで使用され、NAT、PAT、および双方向の NAT をサポー
トします。これにより、Cisco IP SoftPhone や他の Cisco TAPI/JTAPI アプリケーションは、FWSM
を越えて Cisco CallManager とコール セットアップおよび音声トラフィックの通信を行うことがで
きます。

D
DES

Data Encryption Standard（データ暗号規格）。DES は 1977 年に National Bureau of Standards（米
国商務省標準局）から発表された秘密キー暗号化スキームで、IBM の Lucifer アルゴリズムをベー
スにしています。シスコは、従来の暗号化（40 ビットおよび 56 ビットのキー）、IPSec 暗号化（56
ビット キー）、および、56 ビット キーを使用して 3 倍の暗号化を実行する 3DES（トリプル DES）
で DES を使用しています。3DES は DES よりもセキュアですが、暗号化と復号化には、より多くの
処理を必要とします。AES および ESP も参照してください。

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol（ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル）。
ホストに IP アドレスをダイナミックに割り当て、ホストが必要としなくなったアドレスを再利用で
きるようにして、ラップトップなどのモバイル コンピュータが接続先の LAN に対して適切な IP ア
ドレスを取得できるようにするメカニズムを提供します。

Diffie-Hellman

セキュアでない通信チャネル上で 2 者が共有秘密を確立できるようにする公開キー暗号化プロトコ
ル。Diffie-Hellman は IKE 内部で使用され、セッション キーを確立します。Diffie-Hellman は、
Oakley キー交換のコンポーネントです。

Diffie-Hellman グ
ループ 1、グルー
プ 2、グループ 5、
グループ 7

Diffie-Hellman は、フェーズ 1 とフェーズ 2 の両方の SA を確立するための、大きな素数に基づく非
対称暗号化を使用した公開キー暗号化の一種です。グループ 1 はグループ 2 よりも小さな素数を提
供しますが、一部の IPSec ピアではこのバージョンのみがサポートされている場合があります。
Diffe-Hellman グループ 5 は 1536 ビットの素数を使用し、最もセキュアであるため、AES で使用す
ることが推奨されています。163 ビットの楕円曲線フィールド サイズを持つグループ 7 は、Movian
VPN クライアントで使用するためのものですが、グループ 7（ECC）をサポートする任意のピアで
動作します。VPN および暗号化も参照してください。

DMZ

インターフェイス を参照してください。
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DN

Distinguished Name（認定者名）。OSI ディレクトリ（X.500）内のグローバルな正規のエントリ名
です。

DNS

Domain Name System（ドメイン ネーム システム）または Domain Name Service（ドメイン ネーム
サービス）。ドメイン名を IP アドレスに変換するインターネット サービスです。

DoS

Denial of Service（サービス拒否）。ネットワーク攻撃の一種です。ネットワーク サービスを使用で
きないようにすることを目的とします。

DSL

Digital Subscriber Line（デジタル加入者線）。従来の銅線ケーブル配線を介して限られた距離で高い
帯域幅を提供するパブリック ネットワーク テクノロジーです。DSL のサービスは、中央オフィスと
カスタマー サイトに 1 つずつ配置されたモデムのペアを介して提供されます。ほとんどの DSL テク
ノロジーではツイストペアの帯域幅全体を使用することはないため、音声チャネル用の部分は残さ
れています。

DSP

Digital Signal Processor（デジタル信号プロセッサ）。DSP は音声信号をフレームに分割し、ボイス
パケットに格納します。

DSS

Digital Signature Standard（デジタル署名規格）。US National Institute of Standards and Technology
（国立標準技術研究所）によって設計された、公開キー暗号化に基づくデジタル署名アルゴリズムで
す。DSS はユーザ データグラムの暗号化は実行しません。DSS は従来の暗号化や Redcreek IPSec
カードのコンポーネントですが、Cisco IOS ソフトウェアで実装されている IPSec には含まれていま
せん。

E
ECHO

ping および ICMP を参照してください。インスペクション エンジンも参照してください。

EGP

Exterior Gateway Protocol（エクステリア ゲートウェイ プロトコル）。BGP に置き換えられました。
FWSM は EGP をサポートしません。BGP も参照してください。

EIGRP

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（Enhanced IGRP ）。FWSM は EIGRP をサポートしま
せん。

EMBLEM

Enterprise Management BaseLine Embedded Manageability。Cisco IOS システムのログ形式との一
貫性を持たせるために設計された syslog 形式。CiscoWorks の管理アプリケーションとの互換性が高
められています。

EPM

Endpoint Mapper。

ESMTP

Extended SMTP。SMTP の拡張バージョン。送達通知やセッション配信などの追加機能が含まれま
す。ESMTP は、RFC 1869「SMTP Service Extensions」で定義されています。

ESP

Encapsulating Security Payload（カプセル化セキュリティ ペイロード）。IPSec プロトコルの 1 つで
す。ESP は、セキュアでないネットワーク上でセキュアなトンネルを確立するための認証および暗
号化サービスを提供します。詳細については、RFC 2406 および 1827 を参照してください。

F
Fixup
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インスペクション エンジン を参照してください。
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FQDN/IP

Fully Qualified Domain Name（完全修飾ドメイン名）/IP アドレス。セキュリティ ゲートウェイと
なるピアを指定する IPSec パラメータです。

FragGuard

IP フラグメント保護を可能にし、すべての ICMP エラー メッセージの完全リアセンブリ、および
FWSM を介してルーティングされる残りの IP フラグメントの仮想リアセンブリを実行します。

FTP

File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）。ホスト間のファイル転送に使用される TCP/IP プ
ロトコル スタックの一部です。

G
GGSN

Gateway GPRS Support Node（ゲートウェイ GPRS サポート ノード）。モバイル セルラー電話ユー
ザがパブリック データ ネットワークや指定されたプライベート IP ネットワークに接続できるように
する無線ゲートウェイです。

GMT

Greenwich Mean Time（グリニッジ標準時）。1967 年に、世界標準時として UTC（協定世界時）に
置き換えられました。

GPRS

General Packet Radio Service（グローバル パケット ラジオ サービス）。European
Telecommunication Standards Institute（欧州通信規格協会）によって定義および標準化されたサー
ビスです。GSM ネットワークを IP パケットベースで拡張した GPRS は、モバイル無線データ通信
を可能にします。

GRE

Generic Routing Encapsulation（総称ルーティング カプセル化）。RFC 1701 および 1702 で定義され
ています。GRE は、広範なタイプのプロトコル パケットをトンネル内でカプセル化できるトンネリ
ング プロトコルであり、リモート ポイントのルータに対して IP ネットワークを介した仮想のポイン
トツーポイント リンクを作成します。複数のマルチプロトコル サブネットワークを 1 つの単一プロ
トコル バックボーン環境で接続することにより、GRE を使用する IP トンネリングでは、単一プロ
トコルのバックボーン環境を越えたネットワークの拡張が可能になります。

GSM

Global System for Mobile Communication 。モバイル無線音声通信用に開発された、デジタル モバイ
ル無線の規格。

GSN

Global Seamless Network（グローバル シームレス ネットワーク）。

GTP

GPRS Tunneling Protocol（GPRS トンネリング プロトコル）。GTP は、GPRS ネットワークで
SGSN と GGSN の間でユーザ パケット データとシグナリング情報のフローを処理します。GTP は、
GPRS ネットワークの Gn と Gp の両方のインターフェイス上で定義されます。

GUP

Gatekeeper Update Protocol。

H
H.225

テレビ会議などのアプリケーションで TCP シグナリングに使用されるプロトコル。H.323 およびイ
ンスペクション エンジンも参照してください。

H.225.0

H.225.0 セッションの確立とパケット化を規定する ITU 標準。H.225.0 では、実際には、RAS、
Q.931 の使用、RTP の使用など、いくつかの異なるプロトコルが定められています。

H.245

H.245 エンドポイントの制御を規定する ITU 標準。
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H.320

ISDN、フラクショナル T1、スイッチド 56 回線などの回線交換メディアを使用したテレビ会議につ
いて定めた一連の ITU-T 標準仕様。ITU-T 標準 H.320 の拡張機能により、LAN やその他のパケッ
ト交換ネットワークを使用したテレビ会議、およびインターネットを使用したテレビ会議が可能に
なります。

H.323

異種の通信デバイスが、標準化された通信プロトコルを使用して、相互に通信できます。H.323 は、
CODEC の共通セット、コール セットアップとネゴシエーションの手順、および基本的なデータ転
送方法を定義しています。

H.323 RAS

Registration, Admission, and Status シグナリング プロトコル。デバイスが、登録、許可、帯域幅の
変更、および VoIP ゲートウェイとゲートキーパー間のステータスと接続解除手順を実行できるよう
にします。

H.450.2

H.323 のコール転送補足サービス。

H.450.3

H.323 のコール宛先変更補足サービス。

HMAC

SHA-1 や MD5 などの暗号化ハッシュを使用するメッセージ認証メカニズム。

HSRP

Hot Standby Routing Protocol（ホット スタンバイ ルーティング プロトコル）。シスコ独自のプロト
コル。HSRP は、障害が発生したときにルータにバックアップを提供するルーティング プロトコル
です。

HTTP

HyperText Transfer Protocol（ハイパーテキスト転送プロトコル）。ファイルを転送するためにブラ
ウザや Web サーバで使用されるプロトコルです。ユーザが Web ページを表示する場合、ブラウザは
HTTP を使用してその Web ページで使用されるファイルを要求し、受信することができます。
HTTP による伝送は暗号化されません。

HTTPS

HTTP over SSL。SSL 暗号化バージョンの HTTP です。

I
IANA

Internet Assigned Number Authority（インターネット割り当て番号局）。インターネットで使用され
るすべてのポート番号とプロトコル番号を割り当てます。

ICMP

Internet Control Message Protocol（インターネット制御メッセージ プロトコル）。ネットワーク層の
インターネット プロトコルであり、エラーを報告し、IP パケット処理に関するその他の情報を提供
します。

IETF

Internet Engineering Task Force（インターネット技術特別調査委員会）。インターネット用のプロト
コルを定義する RFC 文書を作成する技術標準団体です。

IGMP

Internet Group Management Protocol（インターネット グループ管理プロトコル）。IGMP は、IP マ
ルチキャスト メンバーシップを隣接するマルチキャスト ルータに報告するために IPv4 システムで使
用されるプロトコルです。

IKE

Internet Key Exchange（インターネット キー交換）。IKE は共有セキュリティ ポリシーを確立し、
キーを要求するサービス（IPSec など）に対してキーを認証します。IPSec トラフィックが通過する
前に、各 FWSM はピアの ID を確認する必要があります。確認は、両方のホストに手動で事前共有
キーを入力するか、CA サービスを使用して実行します。IKE は、Oakley を部分的に使用し、また、
ISAKMP フレームワーク内で SKEME と呼ばれるプロトコル スイートも部分的に使用する、ハイブ
リッド プロトコルです。これは、以前は ISAKMP/Oakley と呼ばれていたプロトコルであり、RFC
2409 で定義されています。
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IKE 拡張認証

IKE 拡張認証（Xauth）は、IETF draft-ietf-ipsec-isakmp-xauth-04.txt （「拡張認証」草案）に従って
実装されます。このプロトコルは、TACACS+ または RADIUS を使用して IKE 内のユーザを認証す
る機能を提供します。

IKE Mode
Configuration

IKE Mode Configuration は、IETF draft-ietf-ipsec-isakmp-mode-cfg-04.txt に従って実装されます。
IKE Mode Configuration は、IKE ネゴシエーションの一部として VPN クライアントに IP アドレス
（およびその他のネットワーク レベル コンフィギュレーション）をダウンロードする手段をセキュリ
ティ ゲートウェイに提供します。

ILS

Internet Locator Service。ILS は LDAP をベースとし、ILSv2 に準拠しています。ILS は、
NetMeeting、SiteServer、および Active Directory の各製品と使用するために、Microsoft 社によっ
て独自に開発されたものです。

IMAP

Internet Message Access Protocol。共有可能なメール サーバに保持されている電子メールや掲示板
のメッセージにアクセスする方式です。IMAP により、クライアントの電子メール アプリケーショ
ンは、実際にメッセージを転送することなく、ローカルであるかのようにリモート メッセージ スト
アにアクセスすることができます。

IMSI

International Mobile Subscriber Identity。GTP トンネル ID の 2 つのコンポーネントの 1 つです。も
う 1 つのコンポーネントは NSAPI です。NSAPI も参照してください。

intfn

名前と構成をカスタマイズできるユーザ設計のサブセット ネットワークに接続する任意のインター
フェイス。通常はポート 2 から始まります。

interface PAT

PAT の IP アドレスが外部インターフェイスの IP アドレスでもあるという状態で使用される PAT。
ダイナミック PAT およびスタティック PAT を参照してください。

IP

Internet Protocol（インターネット プロトコル）。IP プロトコルは、相互接続されたネットワークの
任意のセット間の通信に使用でき、LAN 通信にも WAN 通信にも同様に適していることから、最も
広く使用されている公開プロトコルです。

IPS

Intrusion Prevention System（侵入防御システム）。広範なネットワーク攻撃の軽減に役立つ、イン
ラインの詳細なパケット検査に基づいたソリューションです。

IP アドレス

IP プロトコル アドレス。FWSM のインターフェイスの ip_address です。IP バージョン 4 のアドレ
スの長さは、32 ビットです。このアドレス スペースは、ネットワーク番号、オプションのサブネッ
トワーク番号、およびホスト番号の指定に使用されます。32 ビットは、4 つのオクテット（8 バイナ
リ ビット）にグループ化され、ピリオドまたはドットで区切られた 4 つの 10 進数値として表現され
ます。4 つのオクテットのそれぞれの意味は、そのネットワークでの使用方法によって決定されま
す。

IP プール

ローカル IP アドレスの一定の範囲。名前、および開始 IP アドレスと終了 IP アドレスを持つ範囲に
よって指定されます。IP プールは、内部インターフェイス上のクライアントにローカル IP アドレス
を割り当てるために、DHCP と VPN で使用されます。

IPSec

IP セキュリティ。参加ピア間でのデータの機密性、整合性、および認証を提供するオープン スタン
ダードの枠組みです。IPSec は、このようなセキュリティ 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 ポリシーに基づいてプロトコルとアルゴリズムのネゴシエー
ションを処理し、IPSec で使用される暗号キーと認証キーを生成します。IPSec では、一対のホスト
間、一対のセキュリティ ゲートウェイ間、または一対のセキュリティ ゲートウェイとホストの間で

1 つ以上のデータ フローを保護できます。
IPSec フェーズ 1

IPSec をネゴシエートする最初のフェーズ。キー交換、および IPSec の ISAKMP の部分が含まれま
す。
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IPSec フェーズ 2

IPSec をネゴシエートする 2 番目のフェーズ。フェーズ 2 では、ペイロードに使用される暗号化規則
のタイプ、暗号化に使用される送信元と宛先、アクセス リストに従って処理対象とするトラフィッ
クの定義、および IPSec ピアが決定されます。IPSec はフェーズ 2 でインターフェイスに適用されま
す。

IPSec トランス
フォーム セット

トランスフォーム セットは、IPSec ポリシーに一致するトラフィックに対して使用する、IPSec プロ
トコル、暗号化アルゴリズム、およびハッシュ アルゴリズムを指定します。1 つのトランスフォー
ムには、1 つのセキュリティ プロトコル（AH または ESP）とそれに対応するアルゴリズムが記述さ
れます。ほぼすべてのトランスフォーム セットで使用される IPSec プロトコルは、認証のために
DES アルゴリズムと HMAC-SHA を持つ ESP です。

ISAKMP

Internet Security Association and Key Management Protocol。ペイロード形式、キー交換プロトコル
実装の方法、およびセキュリティ アソシエーションのネゴシエーションを定義するプロトコル フ
レームワークです。IKE を参照してください。

ISP

Internet Service Provider（インターネット サービス プロバイダー）。電話音声回線を使用したモデ
ム ダイヤルインや DSL などのサービスを介してインターネットへの接続を提供する組織です。

J
JTAPI

Java Telephony Application Programming Interface（Java テレフォニー アプリケーション プログラ
ミング インターフェイス）。テレフォニー機能をサポートする Java ベースの API です。TAPI も参照
してください。

K
Kerberos

秘密キー暗号化を使用する、クライアント / サーバ アプリケーション用の強力なネットワーク認証
プロトコル。Kerberos は、LDAP サーバへのセキュリティ アプライアンス認証に利用可能な SASL
メカニズムの 1 つです。

L
LAN

Local Area Network（ローカル エリア ネットワーク）。1 つのビルや敷地内など、一定の場所に配置
されたネットワーク。インターネット、イントラネット、ネットワークも参照してください。

LCN

Logical Channel Number（論理チャネル番号）。

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol。LDAP は、管理アプリケーションやブラウザ アプリケー
ションが X.500 ディレクトリにアクセスできるようにします。

LDP

Label Distribution Protocol。

LLA

Link-Local Address（リンクローカル アドレス）。

M
MCR
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MC ルータ

マルチキャスト（MC）ルータは、マルチキャスト データ伝送を、インターネットワーク内の各
LAN 上のホストにルーティングします。これらのホストは、特定のマルチメディアやその他のブ
ロードキャストを受信するように登録されています。マルチキャストも参照してください。

MD5

Message Digest 5。128 ビット ハッシュを作成する単方向のハッシュ アルゴリズム。MD5 と SHA-1
は両方とも MD4 のバリエーションであり、MD4 のハッシュ アルゴリズムのセキュリティを強化す
るように設計されています。SHA-1 は MD4 および MD5 よりもセキュアです。シスコでは、IPSec
フレームワーク内の認証にハッシュを使用しています。また、SNMP v.2 のメッセージ認証にも使用
します。MD5 は、通信の整合性を検証し、発信元を認証し、適時性をチェックします。MD5 は
SHA-1 よりもダイジェストが小さく、わずかに速いとされています。

MDI

Media Dependent Interface（メディア依存インターフェイス）。

MDIX

Media Dependent Interface Crossover（メディア依存インターフェイス クロスオーバー）。

MSFC

Multilayer Switch Feature Card（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）。MSFC は、Catalyst
6500 スイッチまたは Cisco 7600 ルータに搭載されるルータ カードです。

MGCP

Media Gateway Control Protocol（メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル）。MGCP は、
メディア ゲートウェイ コントローラやコール エージェントと呼ばれる外部コール制御要素によって
VoIP コールを制御するためのプロトコルです。MGCP は IPDC プロトコルと SGCP プロトコルを統
合したものです。

Mode Config

IKE Mode Configuration を参照してください。

MS

Mobile Station（モバイル ステーション）。モバイル ハンドセットやモバイル コンピュータなど、
ネットワーク サービスにアクセスするために使用される任意のモバイル デバイスの総称です。GPRS
ネットワークは、MS の 3 つのクラスをサポートします。これらのクラスでは、GPRS および GSM
モバイル無線ネットワーク内でサポートされる操作のタイプが記述されています。たとえば、Class
A の MS は、GPRS サービスと GSM サービスの同時操作をサポートします。

MS-CHAP

Microsoft CHAP。

MTU

Maximum Transmission Unit（最大伝送ユニット）。最適な応答時間で効率的にネットワーク上を転
送できる 1 パケットあたりの最大バイト数です。イーサネットのデフォルト MTU は 1500 バイトで
すが、各ネットワークに応じてその値は異なり、シリアル接続では最小のバイト数となります。
MTU は RFC 1191 で定義されています。

N
N2H2

FWSM と連携動作してユーザの Web アクセスを制御する、サードパーティ製のポリシー型フィルタ
リング アプリケーション。N2H2 は、宛先ホスト名、宛先 IP アドレス、およびユーザ名とパスワー
ドに基づいて HTTP 要求をフィルタリングできます。N2H2 社は 2003 年 10 月に Secure Computing
社に買収されました。

NAT

Network Address Translation（ネットワーク アドレス変換）。グローバルに一意の IP アドレスの必
要性を削減するメカニズム。NAT を使用すると、グローバルに固有でないアドレスをグローバルに
ルーティング可能なアドレス スペースに変換することによって、このようなアドレスを持つ組織を
インターネットに接続できます。

NBAR

Network-Based Application Recognition。
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NEM

Network Extension Mode（ネットワーク拡張モード）。これを使用すると、VPN ハードウェア クラ
イアントは、VPN トンネル経由でリモート プライベート ネットワークに 1 つのルーティング可能な
ネットワークを提供できるようになります。

NetBIOS

Network Basic Input/Output System 。Windows のホスト名登録、セッション管理、およびデータ転
送をサポートする Microsoft のプロトコルです。FWSM は、NBNS UDP ポート 137 および NBDS
UDP ポート 138 のパケットの NAT 処理を実行することにより、NetBIOS をサポートします。

NMS

Network Management System（ネットワーク管理システム）。ネットワークの少なくとも一部分の管
理に責任を負うシステム。NMS は、一般的に適度にパワーのある装備の整ったコンピュータで、エ
ンジニアリング ワークステーションなどです。NMS はエージェントと通信して、ネットワークの統
計やリソースを追跡し続けるのに役立ちます。

NP

Network Processor（ネットワーク プロセッサ）。

NSAPI

Network Service Access Point Identifier。GTP トンネル ID の 2 つのコンポーネントの 1 つです。も
う 1 つのコンポーネントは IMSI です。IMSI も参照してください。

NSSA

Not-So-Stubby Area 。RFC 1587 で定義されている OSPF 機能です。NSSA は Cisco IOS ソフトウェ
ア リリース 11.2 で初めて導入されました。既存のスタブ エリア機能をシスコ独自でない方法で拡張
した機能であり、限定的な方法でスタブ エリアに外部ルートを注入することができます。

NTLM

NT LAN Manager。Microsoft Windows のチャレンジ / レスポンス認証方式です。

NTP

Network Time Protocol（ネットワーク タイム プロトコル）。

O
Oakley

認証済みキー関連情報の取得方法を定義するキー交換プロトコル。Oakley の基本メカニズムは
Diffie-Hellman キー交換アルゴリズムです。Oakley は、RFC 2412 で定義されています。

OSPF

Open Shortest Path First。OSPF は、IP ネットワーク用のルーティング プロトコルです。OSPF は、
ネットワーク帯域幅を効率的に使用し、かつトポロジ変更後のコンバージェンスが高速であるため、
大規模なネットワークに広く展開されているルーティング プロトコルです。FWSM は OSPF をサ
ポートしています。

OU

Organizational Unit（組織ユニット）。X.500 ディレクトリの属性です。

P
PAC

PPTP Access Concentrator（PPTP アクセス コンセントレータ）。PPP 操作と PPTP プロトコル処理
の機能を持つ 1 つ以上の PSTN 回線または ISDN 回線に接続されたデバイスです。PAC では、トラ
フィックを 1 つ以上の PNS に渡すための TCP/IP のみを実装する必要があります。PAC は IP 以外の
プロトコルもトンネリングできます。

PAT

ダイナミック PAT、interface PAT、およびスタティック PAT を参照してください。

Perfmon

FWSM の機能。接続数 / 秒や xlate 数 / 秒など、広範な機能統計情報を収集し、報告します。
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PFS

Perfect Forward Secrecy。PFS は、IPSec のフェーズ 1 とフェーズ 2 の SA で異なるセキュリティ
キーを使用することにより、セキュリティを強化します。PFS を使用しない場合は、両方のフェー
ズで同じセキュリティ キーを使用して SA が確立されます。PFS は、所定の IPSec SA キーが他の
シークレット（他のキーなど）から派生していないことを保証します。つまり、PFS では、攻撃者
があるキーを突破しても、そこから他のキーを導出することはできないことが保証されます。PFS
がイネーブルになっていない場合、IKE SA 秘密キーが解読されれば、IPSec 保護データがすべてコ
ピーされ、IKE SA シークレットの知識を使用して、この IKE SA によって設定された IPSec SA を
脆弱化することができると推測されます。PFS を使用すると、攻撃者が IKE を突破しても、直接
IPSec にアクセスすることはできません。その場合、攻撃者は各 IPSec SA を個別に突破する必要が
あります。

PIM

Protocol Independent Multicast。PIM は、特定のマルチキャスト伝送をホストのグループに配信す
るための最適なパスを決定する、スケーラブルな手段を提供します。伝送を受信するために、各ホ
ストは IGMP を使用して登録されます。PIM-SM も参照してください。

PIM-SM

Protocol Independent Multicast-Sparse Mode（PIM スパース モード）。PIM-SM は Cisco ルータのデ
フォルトであり、マルチキャスト伝送の送信元がブロードキャストを開始すると、パケットが登録
されたホストすべてに到達するまで、トラフィックは MC ルータ間を順次転送されていきます。
PIM も参照してください。

ping

ホストが別のホストにアクセス可能かどうかを判別するために送信する ICMP 要求。

PIX

Private Internet eXchange。Cisco PIX 500 シリーズの FWSM には、小規模 / ホーム オフィス向けの
コンパクトなプラグアンドプレイ デスクトップ モデルから、きわめて要求の厳しい企業やサービス
プロバイダーの環境に適したキャリアクラスのギガビット モデルまで、広い範囲の製品があります。
Cisco PIX FWSM は、変化の速いネットワーク環境に対応した強固なマルチレイヤ防御機能を構築
するための、堅牢な企業クラスの統合ネットワーク セキュリティ サービスを提供します。

PKCS12

秘密キーや証明書などのデータをはじめとする PKI 関連データの転送規格。この規格をサポートす
るデバイスを使用すると、管理者は単一セットの個人 ID 情報を維持することができます。

PNS

PPTP Network Server（PPTP ネットワーク サーバ）。PNS は、汎用コンピューティング / サーバ プ
ラットフォームで動作するように設計されています。PNS は PPTP のサーバ側の処理を担当します。
PPTP は、TCP/IP に完全に依存し、インターフェイス ハードウェアに依存しないため、PNS では
LAN デバイスや WAN デバイスなどの IP インターフェイス ハードウェアを任意に組み合わせて使
用することができます。

POP

Post Office Protocol。クライアント電子メール アプリケーションが、メール サーバからメールを取
得するために使用するプロトコル。

PPP

Point-to-Point Protocol（ポイントツーポイント プロトコル）。アナログ電話回線とモデムを使用し
たダイヤルアップの ISP アクセス用に開発されました。

PPTP

Point-to-Point Tunneling Protocol（ポイントツーポイント トンネリング プロトコル）。PPTP は、
Microsoft によって、Windows ネットワークへのセキュアなリモート アクセスを可能にするために
導入されました。ただし、攻撃に対して脆弱であるため、一般に PPTP が使用されるのは、より強力
なセキュリティ方式が使用できない場合や、それが必要でない場合だけです。PPTP ポートは、
pptp、1723/tcp、および 1723/udp です。PPTP の詳細については、RFC 2637 を参照してください。
PAC、PPTP GRE、PPTP GRE トンネル、PNS、PPTP セッション、PPTP TCP も参照してくださ
い。

PPTP GRE

PPP トラフィックをカプセル化するためのバージョン 1 の GRE。

PPTP GRE トンネ

PNS と PAC のペアで定義されるトンネル。このトンネル プロトコルは、GRE の修正バージョンに
よって定義されています。このトンネルでは、PAC と PNS の間で PPP データグラムが伝送されま
す。多数のセッションが 1 つのトンネルに多重化されます。TCP 上で動作する制御接続により、
セッションおよびトンネル自体の確立、解放、および維持が制御されます。

ル
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PPTP セッション

PPTP はコネクション型です。PAC に接続された各ユーザの状態は、PNS と PAC で維持されます。
ダイヤル ユーザと PNS の間でエンドツーエンドの PPP 接続が試行されると、セッションが作成され
ます。セッションに関連するデータグラムは、PAC と PNS の間でトンネル経由で送信されます。

PPTP TCP

PPTP のコール制御情報と管理情報の受け渡しに使用される標準の TCP セッション。制御セッショ
ンは、PPTP トンネルでトンネリングされているセッションに論理的に関連付けられていますが、こ
れとは別に存在しています。

Q
QoS

Quality of Service。伝送システムのパフォーマンスをもとに、その伝送品質とサービスのアベイラ
ビリティを表します。

R
RA

Registration Authority（登録局）。CA の認可されたプロキシ。RA は証明書登録を実行し、CRL を
発行することができます。CA、証明書、公開キーも参照してください。

RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service（リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス）。
RADIUS は分散型クライアント / サーバ システムで、不正なアクセスからネットワークを保護しま
す。RADIUS プロトコルの規格は、RFC 2058 と RFC 2059 で定義されています。AAA および
TACACS+ も参照してください。

Refresh

FWSM から実行コンフィギュレーションを取得して、画面をアップデートします。アイコンとボタ
ンで同じ機能が実行されます。

RFC

Request for Comments（コメント要求）。RFC 文書は、インターネットを使用した通信用のプロトコ
ルや規格を定義します。RFC は IETF によって作成および発行されます。

RIP

Routing Information Protocol（ルーティング情報プロトコル）。UNIX BSD システムに付属の
Interior Gateway Protocol（IGP）です。インターネットで最も広く使用される IGP です。RIP は
ルーティング メトリックとしてホップ カウントを使用します。

RLLA

Reserved Link Local Address（予約済みリンク ローカル アドレス）。マルチキャスト アドレスは
224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲ですが、ユーザが使用できるのは 224.0.1.0 ～ 239.255.255.255
だけです。マルチキャスト アドレス範囲の最初の 224.0.0.0 ～ 224.0.0.255 の部分は予約済みであ
り、RLLA と呼ばれます。これらのアドレスは使用できません。224.0.1.0 ～ 239.255.255.255 を指
定することによって、RLLA の範囲を除外することができます。または、224.0.0.0 ～
239.255.255.255 を指定して、224.0.0.0 ～ 224.0.0.255 を除外します。これで、224.0.1.0 ～
239.255.255.255 を指定した場合と同じになります。

RP

Rendezvous Point（ランデブー ポイント）。RP は、PIM マルチキャスト環境において、マルチキャ
スト データの送信元と受信者が出会う場として機能します。

RPC

Remote Procedure Call（リモート プロシージャ コール）。RPC は、クライアントで作成または指定
されるプロシージャ コールで、サーバで実行され、結果はネットワーク経由でクライアントに返さ
れます。
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RSA

可変長キーを使用した公開キー暗号化アルゴリズム（名前は発明者である Rivest、Shamir、
Adelman の名前に由来する）。RSA の主な欠点は、DES などの一般的な秘密キー アルゴリズムと比
較すると、大幅に計算が遅いことです。シスコの IKE の実装では、秘密キーの取得には
Diffie-Hellman 交換が使用されています。この交換は、RSA（または事前共有キー）を使用して認
証できます。Diffie-Hellman 交換では、DES キーは（暗号化された形式であっても）ネットワーク
を越えませんが、RSA の暗号化および署名の手法では越えます。RSA はパブリック ドメインではな
いため、RSA Data Security からライセンスを取得する必要があります。

RSH

リモート シェル。ユーザがリモート システムにログインせずにそのシステムでコマンドを実行でき
るようにするプロトコル。たとえば、RSH を使用すると、各通信サーバに接続することなく複数の
アクセス サーバのステータスを確認し、コマンドを実行して、通信サーバとの接続を切断すること
ができます。

RTCP

RTP Control Protocol。IPv6 RTP 接続の QoS をモニタし、実行中のセッションに関する情報を伝達
するプロトコルです。RTP も参照してください。

RTP

Real-Time Transport Protocol（リアルタイム転送プロトコル）。一般に、IP ネットワークで使用され
ます。RTP は、音声、ビデオ、シミュレーション データなどのリアルタイム データをマルチキャス
トまたはユニキャストのネットワーク サービスとして、アプリケーションがリアルタイムにデータ
を転送できるように、エンドツーエンドのネットワーク転送機能を提供するように設計されていま
す。RTP は、ペイロード タイプの識別、シーケンス番号付け、タイムスタンプ処理、配信のモニタ
リングなどのサービスをリアルタイム アプリケーションに提供します。

RTSP

Real Time Streaming Protocol。音声やビデオなど、リアルタイム データの制御配信を可能にします。
RTSP は、RTP や HTTP などの主要プロトコルと連携動作するように設計されています。

rule

特定の状況に対するセキュリティ ポリシーを定義するために、FWSM のコンフィギュレーションに
追加される条件文。ACE、ACL、NAT も参照してください。

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
ポリシーとキー関連情報のインスタンスです。SA は、IPSec の 2 つのフェーズにおいて、IPSec ピ
アによってペアで確立されます。SA は、セキュアなトンネルの作成に使用される暗号化アルゴリズ
ムとその他のセキュリティ パラメータを指定します。フェーズ 1 の SA（IKE SA）は、フェーズ 2
の SA をネゴシエートするためのセキュアなトンネルを確立します。フェーズ 2 の SA（IPSec SA）
は、ユーザ データの送信に使用されるセキュアなトンネルを確立します。IKE と IPSec の両方で SA
を使用しますが、これらは互いに独立しています。IPSec SA は単方向であり、各セキュリティ プロ
トコル内で固有です。保護されたデータ パイプでは 1 組の SA が必要であり、プロトコルごとに 1
方向あたり 1 つずつ必要です。たとえば、ピア間で ESP をサポートしているパイプの場合は、各方
向に 1 つの ESP SA が必要です。SA は、宛先（IPSec エンドポイント）アドレス、セキュリティ プ
ロトコル（AH または ESP）、およびセキュリティ パラメータ インデックスによって固有に識別され
ます。IKE は IPSec に代わって SA のネゴシエーションと確立を行います。ユーザは手動で IPSec
SA を確立することもできます。IKE SA は、IKE のみによって使用され、IPSec SA の場合とは異な
り双方向です。

SASL

SCCP

Simple Authentication and Security Layer。接続ベースのプロトコルに認証サポートを追加するため
のインターネット標準方式。SASL は、セキュリティ アプライアンスと LDAP サーバとの間で、
ユーザ認証を安全に行うために使用できます。
Skinny Client Control Protocol。Cisco CallManager と Cisco VoIP 電話の間で使用される Cisco の専
用プロトコルです。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

GL-13

Glossary

SCEP

Simple Certificate Enrollment Protocol。CA から証明書を要求および受信する（登録とも呼ばれる）
手段です。

SDP

Session Definition Protocol。マルチメディア サービスを定義するための IETF プロトコルです。
SDP メッセージは、SGCP メッセージや MGCP メッセージの一部である場合があります。

SGCP

Simple Gateway Control Protocol（簡易ゲートウェイ コントロール プロトコル）。外部コール制御要
素（コール エージェントと呼ばれる）によって VoIP ゲートウェイを制御します。

SGSN

Serving GPRS Support Node。SGSN は、モバイル管理機能、セッション管理機能、およびパケット
リレー機能を保証します。

SHA-1

Secure Hash Algorithm 1。SHA-1 [NIS94c] は、1994 年に公開された SHA の修正版です。SHA は
MD4 をモデルとした、それにきわめて近い設計であり、160 ビットのダイジェストを生成します。
SHA は 160 ビットのダイジェストを生成するので、128 ビットのハッシュ（MD5 など）よりも
Brute-Force アタックへの抵抗力が強化されますが、速度は遅くなります。SHA 1 は、National
Institute of Standards and Technology（国立標準技術研究所）と National Security Agency（国家安
全保障局）によって共同開発されました。このアルゴリズムは、他のハッシュ アルゴリズムと同様
に、ハッシュ値（メッセージ ダイジェストとも呼ばれる）を生成するために使用されます。メッ
セージ ダイジェストは、下位レイヤのプロトコルでメッセージの内容が伝送中に変更されないよう
に保証するために使用される CRC と同様の動作をします。SHA-1 は、一般に MD5 より安全である
とされています。

SIP

Session Initiation Protocol（セッション開始プロトコル）。特に二者間の音声会議、または「コール」
のコール処理セッションをイネーブルにします。SIP は SDP と連携動作してコール シグナリングを
行います。SDP はメディア ストリーム用のポートを指定します。SIP の使用により、FWSM は任意
の SIP VoIP ゲートウェイと VoIP プロキシ サーバをサポートすることができます。

SKEME

認証済みキー関連情報の導出方法を定義するキー交換プロトコル。キー リフレッシュが迅速です。

SMR

Stub Multicast Routing（スタブ マルチキャスト ルーティング）。SMR により、FWSM は「スタブ
ルータ」として動作します。スタブ ルータは、IGMP プロキシ エージェントとして動作するデバイ
スです。IGMP は、マルチキャスト ルータを備えた特定の LAN 上のマルチキャスト グループに特定
のホストをダイナミックに登録するために使用されます。マルチキャスト ルータは、マルチキャス
ト データ伝送を、特定のマルチメディアやその他のブロードキャストを受信するように登録された
ホストにルーティングします。スタブ ルータは、ホストと MC ルータとの間で IGMP メッセージを
転送します。

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol（シンプル メール転送プロトコル）。SMTP は、電子メール サービス
をサポートするインターネット プロトコルです。

SNMP

Simple Network Management Protocol（簡易ネットワーク管理プロトコル）。管理情報ベースと呼ば
れるデータ構造を使用してネットワーク デバイスを管理する標準方式。

SQL*Net

Structured Query Language（構造化照会言語）プロトコル。クライアントとサーバのプロセス間通
信に使用される Oracle のプロトコル。

SSH

Secure Shell（セキュア シェル）。強力な認証と暗号化機能を提供する、TCP/IP などの信頼性の高い
トランスポート層で実行されるアプリケーション。

SSL

Secure Sockets Layer。アプリケーション層と TCP/IP の間に常駐してデータ トラフィックのトラン
スペアレントな暗号化を提供するプロトコル。
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SVC

SSL VPN Client（SVC）は、ネットワーク管理者がリモート コンピュータに IPSec VPN クライア
ントをインストールして設定しなくても、リモート ユーザが IPSec VPN クライアントの利点を活用
できる VPN トンネリング テクノロジーです。SVC では、すでにリモート コンピュータ上に存在す
る SSL 暗号化と、セキュリティ アプライアンスの WebVPN ログインおよび認証を使用します。

SVI

Switched Virtual Interface（スイッチ仮想インターフェイス）。SVI は MSFC に割り当てられた
VLAN です。

T
TACACS+

Terminal Access Controller Access Control System Plus。コマンド認可も含めて AAA サービスをサ
ポートするクライアント / サーバ プロトコルです。AAA および RADIUS も参照してください。

TAPI

Telephony Application Programming Interface（テレフォニー アプリケーション プログラミング イ
ンターフェイス）。テレフォニー機能をサポートする Microsoft Windows のプログラミング インター
フェイスです。

TCP

Transmission Control Protocol（TCP）。信頼性の高い全二重データ伝送を可能にする、コネクショ
ン型トランスポート層プロトコル。

TCP 代行受信

TCP 代行受信機能では、オプションの初期接続制限値に到達すると、初期接続カウントがしきい値
未満になるまで、影響を受けるサーバに向けられたすべての SYN が代行受信されます。各 SYN に
対して、FWSM は、サーバの代わりに空の SYN/ACK セグメントで応答します。FWSM は、該当
するステート情報を保持し、パケットをドロップして、クライアントの ACK を待ちます。ACK が
受信されると、クライアントの SYN セグメントのコピーがサーバに送信され、FWSM とサーバの
間で TCP 3 ウェイ ハンドシェイクが実行されます。この 3 ウェイ ハンドシェイクが完了した場合
は、通常どおり接続を再開できます。接続フェーズのいずれかの部分でクライアントが応答しない
場合、FWSM は指数バックオフを使用して必要なセグメントを再送信します。

TDP

Tag Distribution Protocol（タグ配布プロトコル）。TDP は、タグ スイッチング ネットワーク内の複
数のネットワーク層プロトコルのタグ バインディング情報を配布、要求、および解放するために、
タグ スイッチング デバイスによって使用されます。TDP はルーティング プロトコルを置き換えませ
ん。代わりに、TDP はルーティング プロトコルから取得した情報を使用してタグ バインディングを
作成します。TDP は、TDP セッションをオープン、モニタ、クローズしたり、これらのセッション
中に発生したエラーを示したりする目的でも使用されます。TDP は、順次配信が保証されたコネク
ション型のトランスポート層プロトコル（TCP など）で動作します。TDP を使用しても、タグ バイ
ンディング情報（他のプロトコルに関するピギーバッキング情報など）を配布するその他のメカニ
ズムの使用は妨げられません。

Telnet

インターネットなどの TCP/IP ネットワーク用のターミナル エミュレーション プロトコル。Telnet
はリモートから Web サーバを制御するための一般的な方法ですが、セキュリティ上の脆弱性により、
SSH が使用されるようになってきています。

TFTP

Trivial File Transfer Protocol（簡易ファイル転送プロトコル）。TFTP は、ファイル転送用のシンプ
ルなプロトコルです。このプロトコルは UDP 上で実行され、RFC 1350 で詳細に説明されています。

TLS

Transport Layer Security（トランスポート層セキュリティ）。SSL に代わる将来の IETF プロトコル
です。

TSP

TAPI Service Provider（TAPI サービス プロバイダー）。TAPI も参照してください。
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U
UDP

User Datagram Protocol（ユーザ データグラム プロトコル）。IP プロトコル スタックにおけるコネ
クションレス型トランスポート層プロトコルです。UDP は、確認応答や送達保証を行わずにデータ
グラムを交換するシンプルなプロトコルであるため、エラー処理や再送信は他のプロトコルによっ
て行う必要があります。UDP は RFC 768 に定義されています。

UMTS

Universal Mobile Telecommunication System。商業サービスや娯楽サービスなどのブロードバンド
情報を、固定、無線、および衛星ネットワーク経由でモバイル ユーザに配信することにより、オー
ル IP ネットワークを目指す、GPRS を拡張したネットワーク。

URL

ユニフォーム リソース ロケータ（Uniform Resource Locator）。ハイパーテキスト文書やその他の
サービスにブラウザを使用してアクセスするための標準アドレッシング方式です。たとえば、
http://www.cisco.com などです。

UTC

Coordinated Universal Time（協定世界時）。経度ゼロのタイムゾーンです。このタイムゾーンは、
以前はグリニッジ標準時（GMT）およびズールー時と呼ばれていました。UTC は 1967 年に GMT
の代わりに世界標準時となりました。UTC は、天文時ではなく、原子時間に基づいています。

UTRAN

Universal Terrestrial Radio Access Network。UMTS で無線ネットワークを実装するために使用され
るネットワーキング プロトコルです。GTP を使用すると、GGSN、SGSN、および UTRAN の間で、
UMTS/GPRS バックボーン経由でマルチプロトコル パケットをトンネリングできます。

UUIE

User-User Information Element（ユーザ対ユーザ情報要素）。メッセージ内の関連ユーザを識別する
H.225 パケットの要素です。

V
VLAN

Virtual LAN（仮想 LAN）。実際には複数の異なる LAN セグメント上に配置されていながら、同一
の物理ネットワーク ケーブルに接続されているかのように通信できるように（管理ソフトウェアを
使用して）設定された、1 つ以上の LAN 上にあるデバイスのグループ。VLAN は物理接続ではなく
論理接続に基づくため、非常に柔軟です。

VoIP

Voice over IP。VoIP は、電話による通話やファクスなどの通常の音声トラフィックを、IP ベースの
ネットワーク上で伝送します。DSP が音声信号をフレームにセグメント化し、2 つからなるグルー
プにカップリングしてボイス パケットに格納します。これらのボイス パケットは、ITU-T 仕様
H.323 に準拠する IP を使用して伝送されます。

VPN

バーチャル プライベート ネットワーク（Virtual Private Network）。パブリック ネットワークを使用
した 2 つのピア間のネットワーク接続を、厳密なユーザ認証とすべてのデータ トラフィックの暗号
化によってプライベート化したものです。VPN は、PC などのクライアント間、または FWSM など
ヘッドエンドの間で確立することができます。

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol（仮想ルータ冗長プロトコル）。VRRP は、1 つ以上の仮想ルー
タに対する責任を LAN 上の VRRP ルータに動的に割り当てて、マルチアクセス リンク上の複数の
ルータで同じ仮想 IP アドレスを利用できるようにする選定プロトコルです。

VSA
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Vendor-Specific Attribute（ベンダー固有属性）RADIUS の RFC ではなく、ベンダーによって定義さ
れた RADIUS パケットの属性です。RADIUS プロトコルは、IANA によって割り当てられたベン
ダー番号を VSA の識別に利用します。これにより、異なるベンダーで同じ番号の VSA の使用が可
能になります。ベンダー番号と VSA 番号の組み合わせにより、VSA が固有になります。たとえば、
ベンダー番号 9 に関連付けられた VSA セットでは、cisco-av-pair VSA は属性 1 になります。ベン
ダーごとに最大 256 の VSA を定義できます。1 つの RADIUS パケットに、任意の VSA 属性 26
（Vendor-specific）が格納されます。VSA はサブ属性と呼ばれる場合もあります。
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W
WAN

Wide Area Network（ワイドエリア ネットワーク）。広大な地理的地域のユーザにサービスを提供
し、通常は、コモン キャリアが提供する伝送デバイスを使用するデータ通信ネットワーク。

Websense

社員によるインターネットへのアクセスを管理するコンテンツ フィルタリング ソリューション。
Websense では、ポリシー エンジンと URL データベースを使用して Web サイトへのユーザ アクセ
スを管理します。

WEP

Wired Equivalent Privacy（有線と同等のプライバシー）。無線 LAN 用のセキュリティ プロトコルで
あり、IEEE 802.11b 規格で定義されています。

WINS

Windows Internet Naming Service。特定のネットワーク デバイスに関連付けられた IP アドレスを確
認する Windows システムであり、「名前解決」とも呼ばれます。WINS は、現在使用可能なネット
ワーク デバイスの NetBIOS 名と各デバイスに割り当てられた IP アドレスが自動的にアップデート
される分散データベースを使用します。WINS は、ルーティング型ネットワーク環境で NetBIOS 名
から IP アドレスへのダイナミック マッピングを登録し、クエリーを実行するための分散データベー
スを提供します。WINS は、複雑なネットワークにおける名前解決で発生する問題を解決できるよ
うに設計されているため、このようなルーティング型ネットワークでの NetBIOS の名前解決には最
適な選択肢です。

X
X.509

デジタル証明書の定義に広く使用されている規格。X.509 は実際には ITU 勧告であり、公式には規
格としての使用が定義または承認されていない状態です。

xauth

IKE 拡張認証を参照してください。

xlate

xlate は変換エントリとも呼ばれ、1 つの IP アドレスから別の IP アドレス、または 1 つの IP アドレ
スとポートのペアから別のペアへのマッピングを表します。

あ
アウトバウンド

発信元インターフェイスよりもセキュリティ レベルの低いインターフェイスを宛先とするトラ
フィック。

アクセス モード

FWSM の CLI では複数のコマンド モードが使用されます。各モードで使用可能なコマンドが異なり
ます。ユーザ EXEC モード、特権 EXEC モード、グローバル コンフィギュレーション モード、コ
マンド固有のコンフィギュレーション モードも参照してください。

アドレス解決プロト
コル

ARP を参照してください。

アドレス変換

ネットワーク アドレスまたはポート（あるいはその両方）から別のネットワーク アドレスまたは
ポートへの変換。IP アドレス、interface PAT、NAT、PAT、スタティック PAT、xlate も参照してく
ださい。

暗号化

データに特定のアルゴリズムまたは暗号を適用して、情報の表示を許可されていないユーザがその
データを理解できない状態にすること。復号化も参照してください。
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暗号法

ネットワーク上のセキュアな通信のために使用される、暗号化、認証、整合性、キーなどのサービ
ス。VPN および IPSec も参照してください。

暗黙の規則

デフォルト規則に基づいて、またはユーザ定義規則の結果として、FWSM によって自動的に作成さ
れるアクセス規則。

い
インスペクション エ FWSM は、トラフィック内に埋め込まれたアドレッシング情報の位置を確認するために、一定のア
プリケーションレベルのプロトコルを検査します。これにより、このような埋め込みアドレスを
ンジン
NAT で変換したり、変換の影響を受けるチェックサムやその他のフィールドをアップデートしたり
することができます。多くのプロトコルでは、セカンダリの TCP または UDP ポートを開いている
ため、各アプリケーション インスペクション エンジンはセッションをモニタして、セカンダリ チャ
ネルのポート番号も確認します。well-known ポートでの初期セッションは、ダイナミックに割り当
てられるポート番号のネゴシエーションに使用されます。アプリケーション インスペクション エン
ジンは、この初期セッションをモニタし、ダイナミックに割り当てられたポートを特定し、所定の
セッションの間、それらのポート上でのデータ交換を許可します。FWSM で検査が可能なプロトコ
ルには、CTIQBE、FTP、H.323、HTTP 、MGCP、SMTP、SNMP などがあります。
インターネット

IP を使用したグローバル ネットワーク。LAN ではありません。イントラネットも参照してくださ
い。

インターフェイス

特定のネットワークと FWSM の間の物理的な接続。

インターフェイスの

FWSM のネットワーク インターフェイスの IP アドレス。各インターフェイスの IP アドレスは、固
有である必要があります。複数のインターフェイスに対して、同じ IP アドレスや、同じ IP ネット
ワーク上に存在する IP アドレスを指定することはできません。

ip_address
インターフェイス名

FWSM のネットワーク インターフェイスに割り当てられた、読んで理解できる形式の名前。内部イ
ンターフェイスと外部インターフェイスのデフォルト名は、それぞれ「inside」と「outside」です。
境界インターフェイスのデフォルト名は「intfn」で、最初のインターフェイスが intf2、2 番目が
intf3 という順序で最後のインターフェイスまで続きます。intf 文字列に指定される数字は、FWSM
内のインターフェイス カードの位置に対応します。デフォルトの名前を使用することもできますが、
経験のあるユーザの場合は、各インターフェイスに意味のある名前を付けてもかまいません。内側、
intfn、外部も参照してください。

イントラネット

イントラネットワーク。IP を使用した LAN です。ネットワークおよびインターネットも参照してく
ださい。

う
内側

FWSM によって保護された内部の「信頼できる」ネットワークに接続する最初のインターフェイス。
通常はポート 1 です。インターフェイスおよびインターフェイス名も参照してください。

お
オブジェクト グルー ネットワーク オブジェクト（プロトコル、サービス、ホスト、ネットワークなど）のグループにア
クセス コントロール文を適用できるようにすることにより、アクセス コントロールを簡略化します。
ピング
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か
外部

FWSM の外部（インターネット）にある他の「非信頼」ネットワークに接続する最初のインター
フェイス。通常はポート 0 です。インターフェイス、インターフェイス名、アウトバウンドも参照
してください。

仮想ファイアウォー
ル

セキュリティ コンテキスト を参照してください。

カットスルー プロキ FWSM で、ユーザ認証後のトラフィック フローの高速化を可能にします。カットスルー プロキシ
は、最初にアプリケーション層でユーザの身分証明を要求します。ユーザの認証が終わると、セ
シ
キュリティ アプライアンスはセッション フローをシフトし、すべてのトラフィック フローがセッ
ション ステート情報を維持したまま送信元と宛先の間で直接かつ迅速にやり取りされるようにしま
す。

き
キャッシュ

以前に実行されたタスクから再利用可能な情報を蓄積した一時的なリポジトリ。これにより、タス
クの実行に必要な時間が短縮されます。

キー

暗号化、復号化、または authentication に使用されるデータ オブジェクト。

く
クッキー

ブラウザによって保存されるオブジェクト。クッキーは、ユーザ プリファレンスなどの情報を永続
的なストレージに格納したものです。

クライアント / サー トランザクションをクライアント（フロントエンド）とサーバ（バックエンド）の 2 つの部分で分
バ コンピューティン 担する分散コンピューティング（処理）ネットワーク システム。分散コンピューティングとも呼ば
れます。RPC も参照してください。
グ
クリプト マップ

FWSM で VPN の設定に使用される、固有の名前とシーケンス番号を持つデータ構造。クリプト
マップは、セキュリティ処理が必要なデータ フローを選択し、そのようなフロー、およびそのトラ
フィックを送信する必要のある暗号化ピアに対するポリシーを定義します。クリプト マップは、イ
ンターフェイスに対して適用されます。クリプト マップには、IKE と IPSec を使用する VPN 用のセ
キュリティ ポリシーを指定するために必要な、ACL、暗号規格、ピアなどのパラメータが含まれま
す。VPN も参照してください。

グローバル コンフィ グローバル コンフィギュレーション モードを使用すると、FWSM のコンフィギュレーションを変更
ギュレーション モー することができます。このモードでは、すべてのユーザ EXEC、特権 EXEC、およびグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用できます。ユーザ EXEC モード、特権 EXEC モード、コマン
ド
ド固有のコンフィギュレーション モードも参照してください。
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こ
公開キー

公開キーは、公開キー インフラストラクチャに関連するデバイスによって生成されるキー ペアの 1
つです。公開キーで暗号化されたデータは、それに関連付けられた秘密キーを使用した場合にのみ
復号化できます。デジタル署名が秘密キーを使用して作成されている場合、受信者は送信者の公開
キーを使用して、メッセージがその送信者によって署名されていることを確認することができます。
このようなキー ペアの特性により、インターネットなどのセキュアでないメディアで、スケーラブ
ルかつセキュアな認証方式が可能になります。

コマンド固有のコン
フィギュレーション
モード

一部のコマンドは、グローバル コンフィギュレーション モードからコマンド固有のコンフィギュ
レーション モードを開始します。このモードでは、すべてのユーザ EXEC、特権 EXEC、グローバ
ル コンフィギュレーション、およびコマンド固有のコンフィギュレーション コマンドを使用できま
す。グローバル コンフィギュレーション モード、特権 EXEC モード、ユーザ EXEC モードも参照
してください。

ASDM や CLI で管理される設定、プリファレンス、およびプロパティと同等の内容を表す FWSM
コンフィギュレー
上のファイル。
ション、コンフィ
ギュレーション ファ
イル

さ
サイトツーサイト

VPN

サブネット マスク

サイトツーサイト VPN は、リモート ネットワークを 1 つの VPN として接続する 2 つの IPSec ピア
間に確立されます。このタイプの VPN では、どちらの IPSec ピアもトラフィックの宛先や送信元で
はありません。各 IPSec ピアは、その IPSec ピアに接続されている LAN 上のホストに暗号化と認証
のサービスを提供します。各 LAN 上のホストは、一対の IPSec ピア間に確立されたセキュアなトン
ネル経由でデータを送受信します。
マスク を参照してください。

し
事前共有キー

事前共有キーは、限定された一定数の IPSec ピアを持つネットワークに適した IKE 認証方式を可能
にします。この方式では、IPSec ピアの各ペアにキーを設定する必要があるため、スケーラビリティ
に限界があります。新しい IPSec ピアをネットワークに追加するときには、そのピアと通信するす
べての IPSec ピアに対して事前共有キーを設定する必要があります。証明書と CA を使用すると、
よりスケーラブルな IKE 認証方式を実現できます。

実行コンフィギュ
レーション

FWSM の RAM で現在実行中のコンフィギュレーション。FWSM の動作特性を決定しているコン

証明書

ユーザまたはデバイスの ID と、その証明書を発行した CA の公開キーを格納した署名付き暗号オブ
ジェクト。証明書には有効期限があり、攻撃を受けたことがわかった場合は CRL に配置することも
できます。また、証明書は IKE ネゴシエーションの否認防止を行います。つまり、特定のピアとの
IKE ネゴシエーションが完了したことを第三者に証明できます。

シリアル伝送

データ キャラクタのビットを 1 つのチャネルで順次伝送するデータ伝送方式。
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フィギュレーションです。
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す
スタティック PAT

スタティック Port Address Translation（ポート アドレス変換）。スタティック PAT は、ローカル
ポートからグローバル ポートへのマッピングも行うスタティック アドレスです。ダイナミック PAT
および NAT も参照してください。

スタンバイ ユニット セカンダリ ユニットを参照してください。
ステートフル インス ネットワーク プロトコルは、ステート情報と呼ばれる特定のデータを、2 つのホスト間のネット
ワーク接続の各エンドポイントで保持しています。ステート情報は、パケットの送達保証、データ
ペクション
のシーケンス指定、フロー制御、トランザクション ID やセッション ID などのプロトコルの機能を
実装するために必要な情報です。プロトコルのステート情報の一部は、各プロトコルの使用中にパ
ケットに格納されて送信されます。たとえば、Web サーバに接続されたブラウザは HTTP を使用し、
TCP/IP プロトコルをサポートします。各プロトコル レイヤは、そのレイヤで送受信するパケット内
にステート情報を保持します。FWSM とその他の一部のファイアウォールは、各パケット内のス
テート情報を検査し、パケットに格納されたすべてのプロトコルについてその情報が最新で有効で
あることを確認します。この検査はステートフル インスペクションと呼ばれ、コンピュータ セキュ
リティの特定のタイプの脅威に対して強力な防壁を作成することを目的としています。
スプリット トンネリ リモート VPN クライアントがプライベート ネットワークへの暗号化アクセスとインターネットへの
非暗号化アクセスの消去を同時に実行できるようにします。スプリット トンネリングをイネーブル
ング
にしていない場合、VPN クライアントと FWSM の間のすべてのトラフィックが IPSec トンネル経
由で送信されます。VPN クライアントから発信されるすべてのトラフィックがトンネル経由で外部
インターフェイスに送信され、リモート サイトからインターネットへのクライアント アクセスは拒
否されます。
スプーフィング

フィルタやアクセス リストなどのネットワーク セキュリティ メカニズムを乱すことを目的としたタ
イプの攻撃。スプーフィング攻撃では、実際とは異なるアドレスから送信されているかのようなパ
ケットが送信されます。

せ
セカンダリ ユニット 2 台の FWSM がフェールオーバー モードで動作している場合のバックアップ。
セキュリティ コンテ 1 台の FWSM を、セキュリティ コンテキストと呼ばれる複数の仮想ファイアウォールにパーティ
ション化することができます。各コンテキストは、独自のセキュリティ ポリシー、インターフェイ
キスト
ス、および管理者を持つ独立したファイアウォールです。マルチ コンテキストは、複数のスタンド
アロン ファイアウォールを使用することに似ています。
セキュリティ サービ 暗号法を参照してください。
ス

た
ターボ ACL

ACL をコンパイルして複数のルックアップ テーブルのセットにすることにより、ルックアップを高
速化します。元の ACL エントリ数とは無関係に、少数かつ一定数のルックアップからなる複数の
テーブルに対して、パケット ヘッダーを使用してアクセスします。
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ダイナミック NAT

NAT およびアドレス変換を参照してください。

ダイナミック PAT

Dynamic Port Address Translation（ダイナミック ポート アドレス変換）。ダイナミック PAT を使用
すると、複数の発信セッションが 1 つの IP アドレスから発信されているように見えます。PAT がイ
ネーブルになっていると、FWSM は、各発信変換スロット（xlate）用に PAT IP アドレスから固有
のポート番号を選択します。この機能は、ISP が発信接続に十分な数の固有の IP アドレスを割り当
てられない場合に役立ちます。グローバル プール アドレスは、常に PAT アドレスが使用されるより
も前に使用されます。NAT、スタティック PAT、xlate も参照してください。

て
データ機密性

攻撃者から読み取られないようにデータを操作するすべての方式を表します。一般に、このような
操作は、データの暗号化、および通信の関係者のみが入手できるキーによって実現されます。

データ整合性

秘密キーまたは公開キーのアルゴリズムに基づく暗号化を使用して、保護されたデータの一部を受
信するユーザが、そのデータが搬送中に変更されていないことを確認できるメカニズム。

データ発信者認証

保護されたデータがその送信者のみから発信されていることを受信者が確認できるセキュリティ
サービス。このサービスには、データ整合性サービスと、秘密キーが送信者と受信者の間だけで共
有されるキー配布メカニズムが必要です。

デジタル証明書

証明書を参照してください。

転送モード

各パケットのデータ部分（ペイロード）のみを暗号化し、ヘッダーはそのままの状態にする IPSec
暗号化モード。転送モードはトンネル モードより安全性が低くなります。

と
登録局

RA を参照してください。

特権 EXEC モード

特権 EXEC モードでは、現在の設定を変更することができます。ユーザ EXEC モードのコマンド
は、特権 EXEC モードで動作します。コマンド固有のコンフィギュレーション モード、グローバル
コンフィギュレーション モード、ユーザ EXEC モードも参照してください。

トラフィック ポリシ トラフィック ポリシング機能は、各トラフィックが設定されている最大レート（ビット / 秒）を超
えないことを保証します。したがって、1 つのトラフィック フローでリソース全体が占有されない
ング
ことを保証します。
トランスフォーム
セット

IPSec トランスフォーム セットを参照してください。

トランスペアレント
ファイアウォール
モード

FWSM がルータ ホップとならないモード。トランスペアレント ファイアウォール モードを使用す
ると、ネットワーク コンフィギュレーションを簡略化したり、FWSM が攻撃者から認識されないよ
うにしたりすることができます。また、トランスペアレント ファイアウォール モードの使用により、
ルーテッド ファイアウォール モードではブロックされる経路をトラフィックが通過するようにする
こともできます。ルーテッド ファイアウォール モードも参照してください。
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トンネル モード

各パケットのヘッダーとデータ部分（ペイロード）の両方を暗号化する IPSec 暗号化モード。トン
ネル モードは転送モードより安全性が高くなります。

トンネル

あるプロトコルを別のプロトコル内にカプセル化してデータを転送する方式。トンネリングは、非
互換性、実装の簡略化、セキュリティなどの理由で使用されます。たとえば、トンネルにより、リ
モート VPN クライアントはプライベート ネットワークに暗号化アクセスを実行できます。

ね
ネットマスク

マスクを参照してください。

ネットワーク

FWSM のコンフィギュレーションから見ると、ネットワークは 1 つのホストではなく、特定の IP ア
ドレス スペースの一部を共有するコンピューティング デバイスのグループです。ネットワークは複
数のノードとホストで構成されます。ホスト、インターネット、イントラネット、IP、LAN、ノー
ドも参照してください。

の
ノード

通常はホストとは呼ばれない、ルータやプリンタなどのデバイス。ホストおよびネットワークも参
照してください。

は
ハッシュ、ハッシュ
アルゴリズム

ハッシュ アルゴリズムは、任意の長さのメッセージに対して動作する単方向の機能であり、暗号化
サービスがデータの整合性を保証するために使用する固定長のメッセージ ダイジェストを作成しま
す。MD5 は、SHA-1 よりもダイジェストが小さく、わずかに速いとされています。シスコでは、
IPSec フレームワークの実装において SHA-1 と MD5 の両方のハッシュを使用しています。暗号化、
HMAC、VPN も参照してください。

発信 ACL

発信トラフィックに適用される ACL。

ひ
非対称暗号化

公開キー システムとも呼ばれます。非対称暗号化では、他の任意のユーザの公開キーに誰でもアク
セスすることができます。公開キーにアクセスしたユーザは、その公開キーを使用してキー所有者
に暗号化メッセージを送信することができます。暗号化および公開キーも参照してください。

秘密キー

秘密キーは、送信者と受信者の間だけで共有されるキーです。キーおよび公開キーを参照してくだ
さい。

ふ
プール

IP プールを参照してください。

フェーズ 1

IPSec フェーズ 1 を参照してください。
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フェーズ 2

IPSec フェーズ 2 を参照してください。

フェールオーバー、
フェールオーバー
モード

フェールオーバーを使用すると、2 台の FWSM を設定して、一方に障害が発生した場合にもう一方
がその動作を引き継ぐようにすることができます。FWSM は、アクティブ / アクティブ フェール
オーバーとアクティブ / スタンバイ フェールオーバーの 2 つのフェールオーバー コンフィギュレー
ションをサポートします。各フェールオーバー コンフィギュレーションには、フェールオーバーを
判定および実行する独自の方式があります。アクティブ / アクティブ フェールオーバーの場合は、
どちらの装置もネットワーク トラフィックを渡すことができます。これにより、ネットワークに
ロード バランシングを設定できます。アクティブ / アクティブ フェールオーバーは、マルチ コンテ
キスト モードで実行中の装置でのみ使用できます。アクティブ / スタンバイ フェールオーバーでは、
1 つの装置だけがトラフィックを渡すことができ、もう 1 つの装置はスタンバイ状態で待機します。
アクティブ / スタンバイ フェールオーバーは、シングル コンテキスト モードで実行中の装置とマル
チ コンテキスト モードで実行中の装置の両方で使用できます。

不揮発性ストレージ、 RAM とは異なり、電源が入っていなくても内容を保持しているストレージまたはメモリ。不揮発性
ストレージ デバイス内のデータは、パワーオフ / パワーオン（電源再投入）やリブートを実行して
メモリ
も失われません。
復号化

暗号化されたデータに特定のアルゴリズムまたは暗号を適用して、情報の表示を許可されたユーザ
がそのデータを理解できる状態にすること。暗号化も参照してください。

プライマリ、プライ
マリ ユニット

2 台の FWSM（プライマリとセカンダリ）がフェールオーバー モードで動作している場合に、通常
動作している方の装置。

フラッシュ、フラッ
シュ メモリ

FWSM の電源がダウンしている場合にコンフィギュレーション ファイルを保存するために使用され
る不揮発性ストレージ デバイス。

プロトコル、プロト
コルのリテラル

ネットワーク ノード間の通信用のパケット交換について定義した規格。プロトコルはレイヤ構造で
連携動作します。FWSM のコンフィギュレーションでは、プロトコルはセキュリティ ポリシーの定
義の一部として、リテラル値またはポート番号で指定されます。FWSM で指定可能なプロトコルの
リテラル値は、ahp、eigrp、esp、gre、icmp、igmp、igrp、ip、ipinip、ipsec、nos、ospf、pcp、
snp、tcp、および udp です。

プロキシ ARP

FWSM が、グローバル プール内の IP アドレスに対する ARP 要求に応答できるようにします。ARP
も参照してください。

へ
ヘッドエンド

パブリック ネットワーク経由の VPN クライアント接続に対して、プライベート ネットワークへの
エントリ ポイントとして機能するファイアウォール、コンセントレータ、またはその他のホスト。
ISP および VPN も参照してください。

変換

xlate を参照してください。

ほ
ポート

TCP および UDP プロトコルのパケット ヘッダー内で、パケットの送信元または宛先である上位レ
ベルのサービスを識別するフィールド。

ホスト

TCP/IP ネットワーク上で IP アドレスを持つ任意のデバイスの名前。ネットワークおよびノードも参
照してください。

GL-24

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド（ASDM 使用）
OL-20748-01-J

Glossary

ホスト / ネットワー
ク

アドレス変換（xlate）や ACE など、FWSM のコンフィギュレーションにおいて、1 つのホストま
たはネットワーク サブネットを識別するために他の情報とともに使用される IP アドレスとネットマ
スク。

ポリシー NAT

アクセス リストに送信元と宛先のアドレス（またはポート）を指定することにより、アドレス変換
の対象となるローカル トラフィックを識別します。

ま
マスク

インターネット アドレスが、ネットワーク、サブネット、およびホストの部分にどのように分割さ
れているかを示す 32 ビットのマスク。マスク内では、ネットワークとサブネットの部分に使用され
るビット位置にビットが指定され、ホストの部分にはゼロが指定されます。マスクには少なくとも
標準ネットワークの部分が必要であり、サブネット フィールドはネットワークの部分と連続してい
る必要があります。

マルチキャスト

マルチキャストは、送信元が複数の宛先（マルチキャスト グループ）に同時にパケットを送信する
ネットワーク アドレッシング方式を指します。PIM および SMR も参照してください。

め
メッセージ ダイジェ メッセージ ダイジェストは、メッセージの整合性を保証するために使用される MD5 や SHA-1 など
のハッシュ アルゴリズムによって作成されます。
スト

も
モード

アクセス モードを参照してください。

モジュラ ポリシー フ モジュラ ポリシー フレームワーク。Cisco IOS ソフトウェアのモジュラ QoS CLI と同様の方法で
FWSM の機能を設定するための手段です。
レームワーク

ゆ
ユーザ EXEC モード ユーザ EXEC モードを使用すると、FWSM の設定を表示できます。初めて FWSM にアクセスした
とき、ユーザ EXEC モード プロンプトが表示されます。コマンド固有のコンフィギュレーション
モード、グローバル コンフィギュレーション モード、特権 EXEC モードも参照してください。
ユニキャスト RPF

ユニキャスト Reverse Path Forwarding。ユニキャスト RPF は、パケットがルーティング テーブルに
従った正しい発信元インターフェイスと一致する送信元 IP アドレスを持つように保証することに
よって、スプーフィングに対するガードを行います。
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り
受信者がリプレイ攻撃を無効にするために、古いパケットまたは重複したパケットを拒否できるセ
キュリティ サービス。リプレイ攻撃は、攻撃者が古いパケットまたは重複したパケットを受信者に
送信し、受信者がその偽のパケットを正当なものと認識するというしくみの攻撃です。リプレイ検
出は、シーケンス番号と認証を組み合わせて使用することで実行され、IPSec の標準機能となってい
ます。

リプレイ検出

る
ルート、ルーティン
グ

ネットワークを通過するパス。

ルーテッド ファイア ルーテッド ファイアウォール モードでは、FWSM はネットワーク内でルータ ホップとして数えら
れます。接続されたネットワークの間で NAT を実行し、OSPF または RIP を使用することができま
ウォール モード
す。トランスペアレント ファイアウォール モードも参照してください。

れ
レイヤ

GL-26

ネットワーキング モデルは、異なるプロトコルと関連付けられた複数のレイヤを実装しています。
最も一般的なネットワーキング モデルは OSI モデルです。これは 7 つのレイヤで構成されます。こ
れらのレイヤの順番は、物理、データリンク、ネットワーク、トランスポート、セッション、プレ
ゼンテーション、およびアプリケーションです。
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